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豚のふん尿処理に伴う環境負荷ガスの発生

長田　隆

畜産環境部

要　　約

　標準的な養豚経営の単位家畜あたりのふん尿由来の環境負荷ガス発生総量を算定し，その抑制条件を検討

した。肥育全期間中（8週間，20kg～80kgの増体期間）に畜舎内でアンモニア（NH3），亜酸化窒素（N20）

およびメタン（CH4）が発生する量は，それぞれ181，9．1および302g／頭と試算された。豚ふん尿汚水浄化処

理からの放出推定値として，NH3については検出限界以下，CH4については1．8～7．4gCH4／頭，N20について

は10．7～37．5gN20－N／頭の発生が試算された。堆肥化過程からの放出推定値として，発生はNH3が133～

325gNH象N／頭，CH4が0．2～129gCH4／頭およびN20が0．7～6．4gN20－N／頭と試算された。発生抑制には，NH3

については肥育豚舎からの放出抑制と堆肥化過程からの物理的捕集，N20については間欠曝気法の適用，CH4

については堆肥化を好気的条件で行うことが有効と考えられた。

キーワード＝アンモニア，亜酸化窒素，メタン，堆肥化，汚水処理

第1章　序論

　本論文は「豚のふん尿処理に伴う環境負荷ガスの発生」

と題し，畜産系から発生する環境負荷のうち，未知部分

の多い環境負荷ガス（アンモニア，メタン，亜酸化窒素）

の発生についての報告である。特に養豚業のふん尿処理

を対象にした。これは養豚業では専業化が進み自家保有

の耕作地を持たない経営がほとんどとなり，家畜排泄物

処理の緊急性がより高くなっているためであり，ここで

はもっとも一般的な固液分離型のふん尿処理を想定して

行った。各種ガス発生が顕著である畜舎内及びふん尿処

理（汚水処理，堆肥化処理）の各段階から発生する対象

ガスの揮散量を把握するとともに，その発生要因を解析

し，抑制手法を検討するものである。

1）背景

　家畜ふん尿は多くの肥料成分や有機物を含み，作物へ

の養分供給だけでなく土壌の物理性改良や生物の多様性

を保持するなどにも効果が認められた資材である。しか

2002年6月10日受付

し，栽培体系や農業全体の構造の変化とともに使用範囲

が限定され，国内最大の有機性産業廃棄物という負の側

面が強調されるケースも少なくない。

　家畜ふん尿の総発生量及びそこに含まれる窒素・リン

の量は，日本飼養標準を基にした算定51）によれば表1－1

のようになる。ふん尿量9，400万トン，窒素総量74万ト

ンでありリンは12万トンと推定される。

　この量は化学肥料として年問消費される窒素（60万ト

ン）及びりん（32万トン）と比肩しうる膨大な量である。

現在，畜産経営においては家畜のふんや尿に起因する土

壌汚染，水質汚濁や悪臭公害を防止するため，家畜排泄

物の適切な処理・利用が模索されている。本来，家畜排

泄物は肥料として農業利用されることが望ましい資源で

ある。しかし化学肥料使用が主体となった現行の肥培体

系のなかでは質的にも使いにくく，量的にも膨大である

ために，利用されずに投棄される事例も少なくない・こ

のため各畜産経営の飼養形態や畜舎構造等によって，ま

た，地域環境によってさまざまな家畜排泄物の処理技術

が導入されている。

　畜産経営の導入される処理技術は，家畜排泄物を資源

として利用するための技術（メタン発酵や堆肥化等）と
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　表1－1　家畜排泄物および窒素・リンの年問排泄量（築城の算定を基に原田が作成）

The　number　oflivestock　and　anllual　product　oftheirwaste，nitrogen　and　phosphorus。（1997）

Type Number LivestockWasteσhousandtons） NandPinWaste（Thousandtons）

（Thousan（1） Feces Urine Tota1 Nitrogen　　　　　Phosphorus

DailyCattle

BeefCame
Pig

Layer

Broiler

　1，898

　2，852

　9，824

183，765

114，314

24，039

19，308

7，971

8，065

5，424

7，103

7，103

14，802

31，142

26，411

22，773

8，065

5，424

158．7

144．7

128．8

196．1

109。3

22．1

15．8

33。7

33．8

12．1

Tota1 64，807 29，008 93，816 737．6 117．6

家畜排泄物中の環境負荷原因物質を対象から除去するた

めの浄化技術（汚水浄化や悪臭除去等）に大別できる。

これらの技術は，それぞれ，目的生産物である生成物質

（メタンや堆肥等）の質や生産量によづて，あるいは汚

濁物質や悪臭原因物質の除去効果で主に評価されてい

る。経済活動である畜産業では，さらに経済性を考慮し

て，導入される排泄物処理システムが決定される。

　しかしながら，導入された処理技術が環境汚染の防止

につながらない事例も少なくない。処理技術が本来の汚

染防止技術として機能しないばかりでなく，二次的に悪

臭や水質汚濁等の環境負荷を新たに発生させるケースも

ある。この原因は不適切な管理や処理容量を越えた汚濁

物質の投入などによるものとされてきた。処理技術の多

くは微生物活動を利用した生物処理であるため，処理対

象となる汚濁物質の性状や負荷によって，処理効率ばか

りでなく，反応自体も影響される。通常は副次的に起こ

っていた反応が主体的反応となり，新たな環境負荷物質

を生成し，処理が処理でなくなる事例も想定される。し

かし，これまで処理・利用の目標達成以外の項目での処

理技術に対する評価はほとんどなされて来なかった。

　昨今，人問活動が地球規模の気候変動に及ぼす影響に

ついて科学的根拠をもって指摘されるようになり始め，

人為的に発生する物質の動態が国際的に議論の対象とな

ってきた15）。農業系からもアンモニアの揮散が酸性雨の

原因として以前より指摘を受け，オランダでは発生抑制

に行政が取り組みを始めている。これに加え，地球規模

でおこる異常気象，環境問題，特に地球温暖化問題に対

処するため，国連のもと，「気候変動に関わる政府問パ

ネル」が置かれ，1997年12月には「気候変動枠組条約締

結国会議（COP3）」で1990年レベルの温暖化ガス排出

に対する各国の削減値を盛り込んだ議定書（通称Kyoto

protocol）が採択された。

　温暖化効果の大きさから，メタンと亜酸化窒素に関し

ても削減対象ガスとなった。GWP（地球温暖化能力）

という概念14〉で，CO2の温暖化効果に比べ，分子あた

りCH4は26倍，N20は270倍の影響力が見積もられてい

る。また人為的発生源のメタンは約50％，亜酸化窒素は

約60％が農業系からの寄与と推定されているものの極め

て推定精度が低く実態把握が急務でとなっている15）。

　これらの環境負荷ガスは，有機性廃棄物である家畜排

泄物の取り扱い過程からも発生する可能性がある。

Hartung＆Phillips11）の総説によれば，畜舎やふん尿の

取り扱いからは130種を越える環境負荷物質の揮散が認

められるが，その発生量の定量的な把握はアンモニアを

除いて行われていない。最も発生量の測定事例が多い畜

舎におけるアンモニア発生量についても，その単位動物

当たりの発生量は季節的，時間的な変動の大きさからば

らつきが大きい。ふん尿処理に関しては，ふん尿を混合

状態（スラリー）で圃場に散布する事が主流である欧米

には，スラリー貯留・散布時のメタン等の揮散に関する

基礎的な報告が出始めたばかりであり（CIGR　sympo－

sium　Ammonia　and　Odour　Control　from　Animal

Production　Facilities（1997），ASAE　Livestock　environ－

ment　symposium　V（1997）），発生量を定量的に捕らえ

た研究はほとんど行われていない。すなわち，家畜ふん

尿の取り扱い全体を対象とし，揮散物質の発生量を定量

的に測定した事例はなく，総合的に発生抑制を目指した

研究事例はほとんど見あたらない。

2）試験の目的

　本研究の目的は，食肉用に豚1頭が生産される際に発

生する環境負荷ガスを算出するものである。本研究では，

特に専業化が進み自家保有の耕作地を持たない経営がほ

とんどとなり，家畜排泄物処理の緊急性がより高い養豚

経営のふん尿処理を想定し，ここから発生するアンモニ

ア，メタン及び亜酸化窒素について検討した。

　ふん尿処理方法の実体については，一定規模以上の乳

用牛，肉用牛，豚，採卵鶏の飼養農家に対し，農林水産
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省統計情報部が最近行った調査がある（表1－2および表

1－3，農林水産省統計情報部27））。「家畜ふん尿処理の状

況」（表1－2）によれば，中・小家畜の豚・採卵鶏では

「自家処理施設」による処理が最も多い。

　さらに自家処理施設を用いた場合の処理方法（表1－3）

をみると，養豚農家においては尿処理に浄化処理を選択

（62％）し，固形分処理に堆肥化（「強制発酵」と「堆積

発酵」）を採用している。

　本研究では，標準的な養豚経営の排泄物処理工程に合

わせ，a）家畜排泄物が貯留される畜舎，これらが運び

出されて固液分離された後の，b）汚水浄化処理とc）堆

肥化処理からの各ガス発生量を定量的に測定し，単位家

畜あたりのふん尿由来の発生総量を算定し，その抑制条

件を検討した。

第2章　試験装置と実験方法

1）試験装置

　各試験系から対象ガス発生量を算定するためには，試

験系へ持ち込まれた物質量と排出される物質量が把握さ

れる必要がある。固形物，液状物については通常の試験

装置（堆肥化試験装置，汚水浄化試験装置および飼養試

験畜舎）で対応が可能である。しかし，気体として発生

する物質の把握には，発生気体が漏れてしまわぬような

特別の工夫が必要である。

　微生物の培養試験に使われるバイアル瓶のように気体

を閉じこめた系，及び気密性の高い容器による試験系は

総ガス量の把握には理想的な実験系ではある。しかし，

この実験系内で堆肥化や汚水を浄化する活性汚泥処理を

　　　　　表1－2　家畜のふん尿処理の状況別戸数割合

The　ratio　ofthe　farm　conduct　several　treatmentfor　livestock　waste　（％）

Type　　Number　Treated

　　　　ofFarms　in　their

　　　　　　　　farm

Treated　in　Other Out　ofTreatment　Facilities

cooperate（1Facilities　Used　in

facilities　　　　　　　　own　land

Stock　in

the　pond

Stock　in　　Changes　　Processing

the　bam　to　bedding　contractor

　　　　materials

Others

　　　Feces　　　　　　　100　　　　　　20
』£
需　峯…　Urine　　　　　100　　　　13

0Q　　　Mbくture　　100　　　34

4
1
7

52

77

45

0
0

30

13

1
10

｝　　㊤　　Feces　　　　　　100　　　　　43

8篶　　Urine　　　　　100　　　　32

P⇒Q
　　　Mixture　　100　　　56

7
7

14

30

49

19

19

0
18

　　　Feces　　　　　100　　　　　74
b幻

・一　　　Urine　　　　　100　　　　57
山

　　　Mixture　　100　　　62

15

9
15

7
21

12

0
11

7

Layer　Feces 100　　　　80 9 3 5 0 3 0 2 14

　　　　　　　　　　　表1－3　自家処理施設の処理方法別戸数割合

The　ratio　ofthe　farm　intro〔1uced　severalwaste　orwastewater　treatmentfacilities　for　livestock　waste　（％）

Type　　　Number

　　　　of　Farms

Drying

（Solar

power）

Drying

（Foss呈1

fUel）

Composting　Composting　Combustion　Purification

（Forced　　　（Piling）

aeratrion）

Stock　　　Others

　　　Feces　　　　　100
』2
窟　慧　　Urine　　　　　100

∩Q　　　Mixture　　100

14

0
14

22

10

32

67

0
42

0
11

1

0
75

14

｝　㊤　　Feces　　　　　　100

8…i　Urine　　　　　100
poδ
　　　Mixture　　IOO

0
0
0

28

29

40

73

0
52

0
62

1

22

4
2

　　　Feces　　　　　IOO
・聾　　　Urine　　　　　100
山

　　　Mb【ture　　100

9
0

10

62

17

47

31

0
33

0
61

7

0
23

9

Layer　Feces 100 43 5 42 21 4 0 O 2









長田：豚のふん尿処理に伴う環境負荷ガスの発生 21

した。ガスの発生は家畜自体よりも畜舎内に排出された

ふん尿を起源とするものの方が大きいと考え，畜舎内貯

留槽のふん尿を飼養の全期間貯留したままの区（Stored，

貯留区）と毎週搬出する区（Weekly　discharged，搬出

区）の比較を行い，ふん尿の貯留方法の影響について検

討した。

　試験はデンマーク農業研究所Bygholm試験地の実験

畜舎（環境豚舎）で行われた。試験期間は1996年9月か

ら11月の8週間，肥育豚の体重約20kgから80kgまでの

標準的飼養全期間を検討対象とした。各試験室の床は豚

の飼育エリアとして約37m2を有し，うち11．5m2がすの

こ床である部分すのこ豚舎である。各試験室は4つの分

房（4．2m×2．2m，各9．2m2，うちすのこ床部分2。8m2）に

区分けされ，各区10頭づつの肥育豚が飼養された（図

2－2参照）。飼料，飲水は各房に1つづつ餌箱と飲水器

が設置され，自由摂取であった。飼料採食量は毎日残飼

を回収して算出，飲水量は毎週測定された。

　豚からの排泄物は，各試験室のすのこ床下の貯留槽

（約14．8m3）に蓄えられた。貯留されたスラリーは毎週

増加量が測定され，サンプルを採取，固形物，全窒素，

アンモニア態窒素量が測定された。貯留されたスラリー

について，pH，酸化還元電位についてはスラリー表面

（3cm深）およびスラリー内部（45cm深）の位置で約

30分毎に測定を行った。また，5cm深で自金センサー

によってスラリーの品温についても30分毎に測定され

た。

　試験室は温風機（9kw）と換気回数によって16～17

度の室温に保ち，給気側ダクトにfree－running　inperer

unit（デンマーク工業規格DS6039，19838））を設置し，

10分毎に換気量を測定した。畜舎の北側軒下から外気

（給気）を，各試験室内の排気ダクトから排気を1時問

に3回づつ採取し，IPD法によって二酸化炭素，アンモ

ニア，メタン及び亜酸化窒素の測定を行った。メタンと

亜酸化窒素については，従来法であるガスクロマトグラ

フによる対象ガス測定を平行して行い，測定データの絶

対値の検証を行った。

　試験期間中の測定項目およびサンプル採取場所，頻度

は表2－1に示す通りである。

　　　表2－1　畜舎試験の測定項目

Analytical　Items（Pig　confinement　Experiment）

Period　Materials　Sampling　Frequency　Items　　Method

All

Gas

B．G　and
Exhaust

ducts　of

both　pig
　units

10min．
interval

Temp． Pt　sensors

Ventilation

　　rate

　血ll　size

丘ee－running
　impeller

Humidity，

CO2，NH3，

CH4，N20

　In世ared
PhotoacousUc

Detectcdon

Liqui（1

Slurry

stored　in

pits（30r

　45cm
below

surface）

5min．
interval

pH pH　electrode

ORP
Combination

　　redox
electrode

Temp． Pt　sensors

Slurry

stored　in

the　p圭ts

Weekly

Pro（luction
Depth　of

slurryin　pit

D．M Drying

TN Kj－N＋NOx－N

NH4－N Bremner

Pigun至ts Weekly Consume（l

　water

Service

meter

Soli（1 　Feed
dispenser

2times TN Kl－N＋NOx－N

Weekly Consumption weight

Others Pigunits Weekly Pigweight weight

とし，HRr（水理学的滞留時問）を3日，すなわち処理

槽の1／3量にあたる上透水，1Lを毎日処理水として引

き抜き，新たな汚水を同量投入して，水温5℃および

20℃の条件で汚水処理を行った（図2－5）。

　本研究では，一般に行われている通気管理（連続曝気

法）および問欠曝気法のもとで，環境負荷ガス発生に水

温（5℃および20℃）の及ぼす影響を検討した。間欠曝

気法（間欠曝気式回分活性汚泥法，図2－6参照）は，筆

者らの研究グループが以前に窒素・りん処理効果向上の

ために豚尿汚水処理に導入，高い処理効果を報告29）し

た方式であり，環境庁の規制強化に伴い増加しつつある

方式である。この方法は曝気時間の合間に嫌気的な時問

（通気を止める時間）を随時設け，硝化と脱窒とともに

Non

　Di5charge／Chan霧e

Sedlment

b）汚水浄化処理からのアンモニア，メタンおよび亜酸

　化窒素の発生量測定試験

　汚水処理試験は，通常の畜産農家で行われている回分

式活性汚泥処理の条件に準じて行われた。1日，24時問

を1処理サイクルとしてBOD容積負荷0．5kgm－3day－1

lAP

　NLAP
（OrdinaIy）

0 6　　　　　　　　12　　　　　　　18　　　21　　　24

　　　hour3

　　　Timetable　of　wa5tewaしer　treatment

図2－5浄化試験のタイムスケジュール
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　　　　圏

→卜穐1脚』
　　1時間毎＞ム』　『華

　　　　　　　と，屡、ノ，

　　　　　　　■　　　　　　　、　　　　　　■

撞気（曝気停止）

図2－6　間欠曝気式回分活性汚泥法（問欠曝気法）

りんの汚泥濃縮を促し，処理効率を格段に高めたもので

ある。投入汚水は豚のふんに尿を混ぜた汚水を作成した

のち，0，5mmのふるいで粗大固形物を除去したものを試

験に供した。この汚水（原汚水）を冷蔵保存し，使用時

に適宜希釈して試験に用いた。

　希釈後の投入汚水の性状はおおむね以下のようなもの

であった：BOD1400～1700mg・L一1，窒素185～

215mg・L 1
， 全リン108～145mg・L 1（詳細は結果の

項）。

　各処理方式の汚水処理効果が一定になった汚水浄化試

験開始約4週間後に，1回の処理サイクル（24時問）に

ついてガス発生を検討した。

　それぞれの方式における入気中（外気），排気中（処

理槽上部の空間から採気）の各環境負荷ガス濃度を約5

分毎に測定し，該当環境負荷ガス濃度差に，時間当たり

通気量を乗じて発生総量を算定した。曝気が行われない

時問については，処理槽上部の採気口を密閉して排気を

採取し，上部の容積を乗じて当該期間あたり排出量とし

た。通気を制限する設定の期間を除き，試験期間中は一

定流量の通気を行うようにフローメータを用いて設定し

た。通気量が正確に設定されていることを確認するため

に，試験期間中には定期的に排気側に湿式積算流量計を

設置して確認を行った。

　処理の状況を知るため，処理水の分析を週2回行った。

これに加え，ガス測定が行われる日は処理水のpH，

ORPを30分間隔で連続測定して各環境負荷ガス発生要因

を検討した。

　試験期間中の測定項目およびサンプル採取場所，頻度

については以下の表2－2の通りである。

調整し，小型堆肥化装置に充填して行った。通気量はフ

ローメータを用いて設定して，堆肥化期間中は一定流量

の通気を行うようにした。発酵槽への通気量を実際の堆

肥化施設で行われている範囲（20～100Lm－3min－1：混

合堆積物容積あたりの通気量）で段階的に設定し，揮散

物質発生総量に及ぼす影響について検討した。さらに，

堆肥化を速やかに進行させるための既往技術である戻し

堆肥を評価するため，完熟堆肥を豚ぷん重量の10％添加

した場合の各種環境負荷ガス発生量の違いを検討した。

　堆肥化過程で堆積混合物の性状が不均一にならぬよう

に，充填した堆肥化混合物は週に一回槽外に取り出して

切り返しを行った。その際，堆積混合物を採取して分析

を行い，堆肥化進行状況の把握を行った。また，堆肥化

装置のふた部分にたまった凝縮水についても，切り返し

毎に採取して窒素成分の分析を行った。

　堆肥化過程における充填物の温度変化は，熱電対を槽

内に設置して30分毎にデータロガーに記録した。排気の

分析は，各種物質発生量が大きく変化する堆肥化初期お

よび切り返しを行った直後は6時間毎，通常時には24時

間毎に排気を採取し，アンモニァ，メタンおよび亜酸化

窒素の測定を行った。ガス測定時に障害となる湿度を除

　　　表2－2汚水浄化試験の測定項目

Analytical　Items（Wastewater　Purification　Experiment）

c）家畜ふん堆肥化処理からのアンモニア，メタンおよ

　び亜酸化窒素の発生量測定試験

　堆肥化処理試験は新鮮豚ふん約19kgに2cm角のダン

ボール裁断片を混合して含水率が65％程度になるように

Period　Materials　Sampling　Frequency　Items　　Method

All

Gas Inlet　and

outlet　air

10min，
interva1

Temp． Pt　sensors

flow　late Flow　meter

Liqui（1

Influent

　and
ef且uent

2times／W

pH pH　electrode

Temp． Pt　sensors

NH4－N，

NO距N，

PO4－P

　　Ion

Chromato－
　graph

TN，TP
Colorimetric

　Method

Soli（1
Activated

sludge
Weekly

Sludge

conc．

Dry　and
weight

At　the

time

　gas
evalu－

ation

periods

Gas
Inlet　and

outlet　air

10min．

intel’va1

Temp． Pt　sensors

Flow　late Flow　meter

　　7－18

times／day

NH3，NO
Indicator

　tube

CH4 FID－GC

N20 ECD－GC

Liquid

Influent

　and
ef且uent

　　7－18

times／day

pH pH　electrode

Temp． Pt　sensors

NH4－N，

NOx－N，

PO4－P

　　Ion

Chromato－
　graph

TN，TP
Colorimetric

　Method

Solid
Activated

sludge

Start　and

End　of

Experi－

ments

Sludge

conc．

Dry　and
weight

TN，TP
Colorimetric

　Method
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去するための冷却瓶を通した後，サンプルを採取し，直

ちに分析を行った。

　通気量が正確に設定されていることを確認するため

に，試験期聞中には定期的に排気側に湿式積算流量計を

設置して確認を行った。堆肥化期間の終了時期について

は，充填物のBOD値を目安に，充填物の品温が切り返

し後に40度を越えて上昇しなくなるまで試験を継続して

発生気体の分析を続けた。

　試験期間中の測定項目およびサンプル採取場所，頻度

については以下の表2－3に示す通りである。

　　表2－3　堆肥化試験の測定項目

Anal頭cal　Items（Composting　Experiment）

Period　Materials　Sampling　Frequency　Items　　Method

All

Gas Inlet　an〔l

outlet　air

30min、
interval Temp． Thermo－

couples

Daily

Flow　Iate Flow　meter

NH3，NO
Indicator

　tube

CH4 FID－GC

N20 ECD－GC

Liquid
Accumulated

　　water
Weekly

pH pHelectrode

NH4－N，

NOx－N，
Bremner

TN
Colorimetric

　Method

Solid

Mb【ture　of

composting
materialS

Weekly

Weight Weight

D．M
Dry　and
weight

pH pHelectrode

TN 珂一N＋NOx－N

NH4－N，

NOx－N，
Bremner

30min．

inten〆aI
Temp．

Thermo－
couples

3）分析・測定方法

　分析・測定法については3つの実験系，すなわちa）

家畜排泄物が貯留される畜舎，これらが運び出されて固

液分離された後の，b）汚水浄化処理とc）堆肥化処理で，

ほぼ共通した手法を用いている。

　各系における試料について適用した手法は表2－4a，

4b，および4cに示す通りである。

　ここでは対象となる試料の形態別に，以下の項目で分

析・測定法を述べる。

　　a）通気量，換気量及び温度の測定

　　b）気体試料に関する分析

　　c）液状試料に関する分析

　　d）固形試料に関する分析

　　e）その他の分析・測定

a）通気量，換気量及び温度の測定

　a－1）堆肥化，及び汚水浄化処理装置の通気量測定

　堆肥化試験装置（有効容積55L）及び汚水浄化試験装

置（有効容積10L）の試験における通気量の測定は，そ

れぞれ5L・min－1，2L・min－1フルスケールの浮き玉式

フローメータを用いておこなった。フローメータには

数％の誤差があるため，試験での使用前に湿式積算流量

計（品川精機）によって校正して用いた。

　a－2）実験豚舎の換気量測定

　実験畜舎では，換気量は温度調整のために絶えず変化

するため，給気側ダクトにfree－running　inperer　unit（デ

ンマーク工業規格DS60398））を設置し，10分毎に換気量

を測定した。これは内外の気圧差で自由回転する羽の回

　表2－4a分析手法一覧（畜舎試験）

Analytical　Items（Pig　confinement　Experiment）

Period　　Materials Sampling Fre（luency Items Method Refarences

All

Gas
B．GandExhaust
　ductsofboth
　　pigmits

10min。interval

Temp． Ptsensors APHA　　　1）

Ventilationrate 　　　fullsize

丘ee－mmingimpeller
　　DS6039
Pedersen＆Strom

Humidity，CO2，

NH3，CH4，N20

InfraredPhotoacoustic

　　Detectction

　　　　　　40）
Rom，H．B．

Li（luid

Slurrystored

　　inpits

（30r45cm
belowsurface）

5min．interval

pH pHelectrode 　　　　　1）

APHAORP
Combinationredox

　　electrode

Temp． Ptsensors

Slurlystored
inthepits

Weekly

Pro（luction Depthofslurryinpit Rom，H．B．40）

D．M Drying 　　　　　1）

APHATN K｝N＋Nox－N

NH4－N Bremner
Pigunits Weekly Consumedwater Servicemeter R・m，H．B．40）

Solid Feeddispenser
2times TN K｝N＋NOx－N APHA　　1）

Weekly Consumption weight RomH．B．　40）

Others Pigunits Weekly Pigweight weight Rom，H．B．40）
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　表2－4b　分析手法一覧（汚水浄化処理試験）

Analytical　Items（Wastewater　Purification　Experiment）

Period　　Materials Sampling Frequency Items Method Refarences

Al1

Gas Inletandoutletair 10min．interval

Temp． Ptsensors APHA　　　1）

且owlate Flowmeter 　　Sewage　48）
analySiSmanUal

L玉quid Innuentandemuent 2times／W

pH pHelectrode 　　　　　1）

APHATemp． Ptsensors

　NH4－N，
NOx－N，PO4－P

IonChromatograph

TN，TP ColorimetricMetho（1 　　　　　　　　48〉

　　Sewage
analysismanua1Solid Activatedsludge Weekly Sludgeconc， Dryandweight

TN，TP ColorimetricMethod

Atthetime

　　gas
evaluation

　periods

Gas lnletandoutletair

10min．interval

Temp． Ptsensors APHA　　1）

Flowlate Flowmeter 　　Sewage　48）
analysismanual

7－18times／day

NH3，NO Indicatortube 　　Maloder　17）
analysismanua1

CH4 FID－GC 　　　Soi1　　26）

　Environment
AnalysisMethodN20 ECD－GC

Li（luid Influentandefquent 7－18times／day

pH pHelectrode 　　　　　1）

APHATemp， Ptsensors

NH4－N，NO捧N，

　　PO4－P
IonChromatograph

TN，TP ColorimetricMethod 　　　　　　　　48）
　　Sewage
analysismanual

　　　1996
Soli（1 Acdvatedsludge

StartandEndof
Experiments

Sludgeconc。 Dryandweight

TN，TP ColorimetricMethod

表2－4c　分析手法～覧（堆肥化処理試験）

Analytical　Items（Composting　Experiment）

Period　Materials Sampling Frequency ltems Metho（1 Refarences
F　　8

Al1

Gas Inlet　and　outlet　air

30min．intelva1 Temp． Thermocouples
　　　　Soi1　　26）

　Environment
AnalysisMethod

Daily

Flow　late Flow　meter
　　Sewage　48）
analySiS　manUal

NH3，NO Indicator　tube
　　Maloder　1η
analysismanual

CH4 FID－GC 　　　　　　　　　　26）

　　　　Soil

　Environment
AnalysisMethod

N20 ECD－GC

Liquid Accumulated　water Weekly

pH pHelectrode

NH4－N，NOx－N， Bremner

TN Colorimetric　Method
　　Sewage　48）
analysismanua1

Solid
Mixture　of

composting
materials

Weekly

Weight Weight 　　　　　　　　　　26）

　　　　Soil

　Environment
AnalysisMethod

D，M Dryandweight

pH pH　electrode

TN Kj－N＋NOx－N

NH4－N，NOx’N， Bremner

30min，intervaI Temp． Thermocouples

転速度から換気量をもとめるものである36）。

　a－3）温度の測定

　温度は，熱電対（銅一コンスタンタン）・で測定し，設

定された時間間隔でデータレコーダー（サーモダック，

江藤電機）に記録した26）。アンモニアによる腐食防止の

ため，堆肥化装置に設置した測温部位については応答速

度が著しく長くならない範囲（30秒以内）でプラスチッ

ク素材で保護をして用いた。豚舎の貯留スラリーについ

ては，白金センサー（Pt100－180－5M3M）を用いた。

b）気体試料に関する測定

　各試験装置及び実験豚舎からのアンモニア，メタン及

び亜酸化窒素の発生量を算出するために，各実験系に導
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入される空気，排出される空気を一定時間ごとに測定し

た。また，排気が実験系に影響していないことを確認す

るためにバックグラウンドとなる実験室内外の空気につ

いても測定した。各物質濃度の分析法を次に述べる。

　b－1）アンモニァ

　アンモニアについては検知管法とFTIR（Fourier

Transform　InfraRed）に基づく赤外光音響検出器（IPD）

による連続分析で測定した。また，アンモニア総排出量

を求めるために湿式捕集一蒸留滴定法を併用した。

　b－1－1）赤外光音響検出器による測定

　赤外光音響測定器（Infrared　Photoacoustic　Detector，

Multi－gas　Monitor　Type1302，Multipoint　Sampler　and

DoserType1303，INNOVA，DK　以下IPD）を用いてア

ンモニアの連続測定を行った。この機器は原理をFTIR

に基づく。検出器は吸光光度法ではなく，特定波長の吸

収による測定対象物質の分子振動増加に起因する圧力変

化を小型マイクロフォンで捕らえる。

　アンモニアに関して測定範囲は0．2ppmから100ppm程

度の広いダイナミックレンジを有し，最短0。5秒程度間

隔での連続測定が可能である。測定の対象の気体試料を

定時毎に内部ポンプで自動的にフラッシングの後にサン

プリングし，検出器に導入する。テフロンチューブ（内

径2mm）で25m離れた場所からも一卜分本体にサンプリ

ングが可能である。測定ガス成分の相互干渉補正のため

のフィルターの使用により，感度の向上と多成分（アン

モニァ，メタン，亜酸化窒素，二酸化炭素，湿度等）の

同時解析が可能である40）。豚舎内外のアンモニア濃度の

測定に用いた。

　b－1－2）検知管法

　アンモニア測定用検知管（Gastec）はアンモニアが硫

酸，あるいはリン酸と中和反応を起こして指示薬（桃色

から黄色へ）変色させることを利用したものであり，一

定速度で一定量の測定対象試料ガスを検知管に導いて濃

度測定を行うものである。

　本法は簡易法ではあるが，特に家畜ふん尿を対象にし

た処理における測定法としては信頼できる測定値を与え

る17）。後日，本法と湿式捕集一蒸留滴定法を併用し総排

出量のデータを算出したが，誤差は最大10％程度にとど

まった。また，アンモニアの濃度が低いことを確認する

ため，試験装置や施設周辺の測定も本法で行った。

　b－1－3）湿式捕集一蒸留滴定法

　堆肥化試験装置の排気を200mL程度硫酸（2規定～6

規定硫酸）溶液を入れた吸収瓶に導き，硫酸にアンモニ

アを捕集し，その一部を蒸留，中和滴定によりアンモニ

ア量を算出する16）。

　b－2）メタン

　メタンの測定にはガスクロマトグラフ法（GC法）を，

主に用いて分析を行った。連続測定が必要な豚舎内につ

いては赤外光音響測定法（IPD法）によって測定した。

　b－2－1）FID－GCによる分析（GC法）

　メタンは，対象ガスをテドラーバックに採取し，ガス

クロマトグラフで分析した。メタン分析にはFID－GC

（水素炎イオン化検出器付きガスクロ）を用いた。

　メタン分析条件

　FID付きガスクロマトグラフ（日本電子JEOL・K53）

　カラム　　：ステンレスカラム　（φ2・8mm×1m）

　充填材　：Unibeads　C（60／80mesh）

　ガ　ス　　：He　　3kg　cm－2

　　　　　H2　0．6kg　cm一2

　　　　　Air　1．3kg　cm－2

　温度条件：InjectionTemp．　　　180℃

　　　　　Column　oven　temp．　　110℃

　　　　　Detectortemp．　　　180℃

　b－2－2）赤外光音響測定法による分析

　赤外光音響測定器を用いてメタンの連続測定を行っ

た。機器の詳細は「b－1－1）赤外光音響検出器による測

定」に示した。本機はメタンの測定範囲として0．4ppm

から200ppm程度の広いダイナミックレンジを有し，最

短O，5秒程度間隔での連続測定が可能である40）。メタン

測定に関しては湿度と二酸化炭素の影響を受けやすく，

畜舎内での測定では，GC法に比べて常に数％の高い値

を示した。このため，IPD法の測定をGC法の測定値で

補正した。補正のための検量線の相関係数（r）はO．85

～0．93であった32）。

　b－3）亜酸化窒素

　亜酸化窒素の測定にはガスクロマトグラフ法を，主に

用いて分析を行った。連続測定が必要な豚舎内について

は赤外光音響測定法によって測定した。

　b－3－1）ECD－GCによる分析

　亜酸化窒素は，対象ガスをテドラーバックに採取し，

ガスクロマトグラフで分析した。分析にはECD－GC（電

子捕獲検出器付きガスクロ）を用いた。

　亜酸化窒素分析条件

　ECD付きガスクロマトグラフ（ShimazuGC－14A）

　カラム　　：ガラスカラム　（φ3．2mm×Llm）

　充填材　：Unibeads　C（60／80mesh）

　ガ　ス　　：N2　2．2kg　cm－2

　温度条件：Injec廿onTemp．　　　210℃
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　　　　　Column　oven　temp．　　200℃

　　　　　Detectortemp．　　　344℃

　b－3－2）赤外光音響測定法による分析

　赤外光音響測定器を用いて亜酸化窒素の連続測定を行

った。機器の詳細は「b－1－1）赤外光音響検出器による

測定」に示した。本機は亜酸化窒素の測定範囲として

0．03ppmから50ppm程度の広いダイナミックレンジを有

し，最短0．5秒程度間隔での連続測定が可能である40）。

亜酸化窒素測定に関しては湿度と二酸化炭素の影響を受

けやすく，畜舎内での測定では，GC法に比べて常に

数％の高い値を示した。このため，IPD法の測定をGC

法の測定値で補正した。補正のための検量線の相関係数

（r）は0．81～0。97であった32）。

　b－4）その他の気体の分析

　豚舎試験においては二酸化炭素を赤外光音響測定器法

で連続測定した。機器の詳細は「b－1－1）赤外光音響検

出器による測定」に示した。二酸化炭素に関して測定範

囲は1．5ppmから5000ppm程度の広いダイナミックレンジ

を有し，最短0．5秒程度問隔での連続測定が可能である40）。

c）液状試料に関する分析

　各系の試験における液状試料の分析について述べる。

基本的には液状の試料については下水道試験法（JIS）

に従って分析を，固形分の多いスラリー状の試料につい

ては土壌環境分析法（土壌肥料学会監修，博友社）に従

って分析を行った。

　c－1）pH（水素イオン濃度），Eh（酸化還元電位），

　　　DO（溶存酸素）

　pH，Eh及びDOについては，それぞれガラス複合電極

（lngold　HA405－DPA－SGS8／120，HA405－DPA，SGS8／425），

ORP測定用の自金電極（lngold　Pr4805－DP1』SC－S8／120）

及び溶存酸素計（ガルバニ電池型）によって測定を行っ

た。状態量であるため，基本的には試験装置内に各電極

を設置し，週に1度の頻度で標準試料による校正を行っ

て用いた。

　c－2）TS（全固形物，乾物重），VS（強熱減量），SS

　　　（懸濁物）

　TSとVSの測定では，100mL容量の磁性皿に50mLの試

料をとり，105℃で乾固の後の質量からTSを，600℃で

燃焼後質量からVSを算出する。SSはガラス繊維濾紙法

で測定した。ガラス繊維濾紙法は，ガラス繊維ろ紙（孔

径1μm）を用いて試料の一定量をろ過し，蒸発乾固，

乾燥してガラス繊維ろ紙上の残留物の重量をはかる方法

である9）。

　c－3）BOD（生物化学的酸素要求量）

　BODは汚水処理の状況を把握するための最も重要な

項目の一つである。

　採取した試料は適宜希釈された後，クーロメータ（大

倉理研）によってBODの測定を行った。本機は試料を

二酸化炭素吸収剤を挿入した気密瓶内で培養し，不足す

る酸素を機械的に随時供給するシステムになっている。

供給された酸素量を電気的に記録する事ができるため，

従来の方法よりも少ない繰り返し数の実行でも確実にデ

ータが取れる9）。

　c－4）全窒素，全リン

　液状試料中の全窒素，全リンの分析は，窒素とリンを

含有する有機物を分解し，それぞれアンモニア態窒素

（NH4＋）及び正リン酸（PO4一）にしてから，比色定量

を行った。スラリーや投入汚水のような有機物や浮遊物

質に富む試料の場合はケルダール分解（6N硫酸）の後，

窒素についてはBremner蒸留一中和滴定法でKj－N窒素

を計算し，後述の硝酸・亜硝酸態窒素を加算して算出し

た。りんについては分解液を適宜希釈した後，モリブデ

ン青（アスコルビン酸）吸光光度法によって発色の後，

分光光度計（710nm）によって定量した26）。

　浄化処理水のように有機物が少ない試料については，

適当な窒素濃度に調整した試料を100mL容量分解瓶にと

り，これに水酸化ナトリウムーペルオキソニ硫酸カリウ

ム溶液を加え，直ちに密栓して混合，分解瓶を高圧蒸気

滅菌器に入れて加熱し，120℃で30分間加熱分解を行っ

た。放冷後，窒素については分解液に塩酸（1＋16）を

加えてpHを2～3に調整し，検液の一部を吸収セルに

移し，波長220nmにおける吸光度を測定した。りんの定

量は，モリブデン青（アスコルビン酸）吸光光度法によ

って710nmで定量した48）。

　c－5）NH4＋（アンモニア態窒素），NOx皿（NO2＋NO3，

　　硝酸・亜硝酸態窒素）

　試料中のアンモニァ態窒素については，Bremner法に

よって測定した26）。試料数mLに酸化マグネシウムを加

えて水蒸気蒸留を行い，指示薬入りのホウ酸溶液（2％）

にアンモニア態窒素を吸収させる。この捕集液を1／200

硫酸によって中和滴定してアンモニア含有量を算出し

た。

　この分析操作後，さらにデバルタ合金を加えて再度水

蒸気蒸留を行うことで硝酸・亜硝酸態窒素をアンモニァ

まで還元し，別の指示薬入りのホウ酸溶液（2％）にア

ンモニア態窒素としてを吸収させてNOx一（NO2＋とNO3）

含有量を算出した。
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　c－6）NO2一，NO3一，PO42一（陰イオン）

　試料溶媒中でイオン化した陰イオン成分については，

試料を0．45μmのフィルターで濾過して懸濁物質を除去

した後，イオンクロマトグラフ（サプレッサ方式，横川

IC200）で分析を行った。

陰イオン分析条件

　電気伝導度検出器付きイオンクロマトグラフ

　　（横川IC200）

　カラム　　　：SAX1－251

　プレカラム　：PAX1－051

　溶離液　　　：4mM　Na2CO3

　　　　　　4mM　Na2HCO3

　除去液　　　：15mM　H2SO4

　温度条件　　：25℃

d）固形試料に関する分析

　各系の試験における固形試料の分析について述べる。

基本的には固形分の多いスラリー状の試料と同様に，土

壌環境分析法（土壌肥料学会監修，博友社）に従って分

析を行った。

　d－1）TS，VS

　TSとVSは，100mL容量の磁性皿に数グラムの試料を

とり，105℃で乾固の後（約4時問）の質量からTSを，

600℃で燃焼後質量からVSを算出した26）。

　d－2）汚泥濃度（MLSS）

　汚水浄化処理試験で，活性汚泥の状況を把握・汚泥濃

度管理をするために測定した。沈殿過程に入る直前の曝

気状態で50mLの汚泥一処理水混合液を採取し，TSの測

定と同様の操作を行う。この状態では浄化が終了してお

り，かつ，汚泥が完全に槽内に混合されている。100mL

容量の磁性皿に試料をとり，105℃で乾固の後（約4時

間）の質量からMLSSを算出する26）。

　〔1－3）pH，NH4＋，（NOx一）

　試料乾物質量2－3g程度に40mL程度（約20倍量）の

2N　KClを加え，30分程度浸透抽出を行い，速心操作の

後の抽出液上澄みについて分析した26）。pHについては，

「c）液状試料に関する分析　c－1）pH（水素イオン濃

度），Eh（酸化還元電位），DO（溶存酸素）」に示した。

NH4＋，（NOx一）については「c）液状試料に関する分析

c－5）NH4＋，（NOx一）」に示した。

　d－4）全窒素，全リン

　固形試料中の全窒素，全リンの分析は，窒素とリンを

含有する有機物を強酸分解し，それぞれアンモニア態窒

素（NH4＋）及び正リン酸（PO4一）にしてから，比色定

量を行った。

　ふん尿固形物は，スラリーと同様に有機物に富む試料

であるため，ケルダール分解（6N硫酸）の後，窒素に

ついてはBremner蒸留一中和滴定法で珂一N窒素を計算

し，後述の硝酸・亜硝酸態窒素を加算して算出した。り

んについては分解液を適宜希釈した後，モリブデン青

（アスコルビン酸）吸光光度法によって発色の後，分光

光度計（710nm）によって定量した26）。

e）その他の分析・測定

　上記で述べなかった豚舎試験における飼料と体重測定

については，デンマーク農学研究所の常法の基づいて行

われた。飼料の摂取量については，毎日の飼槽の残飼量

を給与量から差し引いて求めた。体重測定は全頭につい

て週に1回の頻度で，畜舎内に体重計を持ち込んで測定

を行った4・）。

第3章　豚舎からの環境負荷ガスの発生

1）環境要因の比較とデータの取り扱い

a）試験室の温度環境およびスラリーの性状変化

　8週間の試験期間中の両試験室，搬出区と貯留区の環

境条件および飼養環境に関わる要件を表3－1にまとめ，

その変動について図3－1に示した。

　今回の飼養試験では供試豚の成長は順調であり，

30kgで肥育を開始した両試験区の40頭が平均85～87kg

に増体した。試験期間中の飼料摂取は1頭あたり約

120kg，水摂取量は約470L，また排出されたふん尿混合

物量は約300Lと算定され，両区に差は認められなかった。

　湿度，室温や約13回の換気回数（約2000m3・h－1）に

も両区には大きな差はなかった。両試験室には試験開始

時に温風器を設置して加温を行っていたが，5週目以降

は豚が十分成長したため使用を中止した。室内温度は両

区で日問平均17度前後でほぼ試験全期問変化がなかった

（図3－1上）。

　貯留物の温度は室温とほぼ同じ温度で推移し，両処理

区間の差異はなかった（図3－1中）。貯留物のpHの値も

両試験区間で大きな差を認めなかった（図3－1中）。し

かし，貯留区のpHが一貫してほぼ中性（7．0）程度を示

したのに対し，搬出区のpHが毎週の搬出後一時的にア

ルカリ側に傾く事が多く，変化の幅が大きかった。貯留

区に設けた45cm深のpHとORP測定点の結果は，3cm深

の結果と類似した傾向で大きな違いはなかった。貯留物

表層に形成された固形物層（スカム）は，スラリーの測

定ができるようになった飼養試験開始後1週間で厚み3
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後述の時刻毎のデータ集計の結果では，収集データの収

集時刻と収集された時期（飼育経過週日）との問の相関

値はr2iO．003と極めて低く

えられた。
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　吸気中と排気中のアンモニア（NH3），メタン（CH4）

および亜酸化窒素（N20）の濃度測定値（mg・m－3）と

各試験区の換気量（m3・hour 1）の5分間の平均測定値

から，各気体の5分問の放出量を次式から算出した。

放出量E（mg／5min）＝

　（排気中の濃度（mgm－3）一吸気中の濃度（mgm一3））

　　　　　　　　　x5／60x換気量（m3hour－1）

　この値を豚1頭あたり1時間当たりに換算（g・pig－1・

hour1）し，両試験区の全データを時系列的に並べたの

が図3－2（二酸化炭素），図3－3（アンモニア），図3－4

（メタン）および図3－5（亜酸化窒素）である。試験期

問中の両試験室，搬出区と貯留区の間に，どの物質の動

態についても，大きな差異は認められなかった。しかし，

飼養経過時間の進行とともに発生量が増減していること

（期間変動），また数時問の発生量の大きな増減（日問変

化）がどの物質についてもあることが推察された。その

様子は個々の物質で異なる。

　二酸化炭素（図3－2）とメタン（図3－4）では，短時

問の変動幅を考慮しても，飼育期間のある時期（3～4

週目）にピークが認められる。二酸化炭素発生量は数十

gco2・pig一』hour－1の幅で日問変動しながら飼養開始

から上昇し，3～4週目で日問平均値で60gco2・pig　1・

hour1程度に達し，その後若干減少していた（図3－2）。

　メタンについても発生量は数百mgCH4・pig一1・hour1

の幅で日間変動しながら飼養開始から上昇し，3～4週

目で日間平均値で0．4gCH4・pig’・hour 1程度に達し，

その後日間変動の幅が小さくなり急速に減少していた

（図3－4）。

　アンモニアについては飼育期問の経過とともに発生量

が若干増加し，3～4週目からは一定値に達して日間変

動していた（図3・3）。亜酸化窒素は発生量が5週目に

急増し，その日間変動幅も大きくなっていた（図3－5）。

　この放出量（E）から算出した1時間当たり放出量

（mgNH3・hour－1）を各時刻毎に飼養開始から1週問単

位の平均値として算出し，各週各時刻の平均放出量を算

出した。ここから算定された各週の平均的な24時間放出

量を比較して飼育期問における変化（「2）環境負荷ガ

ス発生量の期間変動」）について解析するとともに，時

刻毎の平均値を比較して周期的変動（「3）環境負荷ガ

ス発生量の日間変動」）についても次節で検討した。

　両試験区のあいだの差異は，このような期間変動と日

間変動に比べ小さく，また，両者の変動の様子も極めて

似通ったものであった。

2）環境負荷ガス発生量の期間変動

　飼養期間中の生育ステージによる発生量の変化を検討

するため，各環境負荷物質の1日肥育豚1頭あたりの放

出量（g・pig－1・day㎝1）の平均値を1週間毎に算出し

て検討した。図3－6（二酸化炭素），図3－7（アンモニァ），

図3－8（メタン）および図3－9（亜酸化窒素）にこれを

示した。

a）二酸化炭素とアンモニアの揮散量変化

　図3－6に二酸化炭素の発生量の変化を示した。二酸化

炭素発生量の変化パターンは両試験区間で明確な差はな

い。肥育開始後4週目において発生量が最大となり，そ

の後ゆっくりと減少している。畜舎内における二酸化炭

素の発生の主要因は豚の呼気に起因する。肥育豚の活動

量は，観察によれば肥育後期になると落ちてきており，

これが期間変動の主原因の一つと思われる。また，通常

の代謝試験で見られる畜体の体重増加に伴う二酸化炭素

発生量増加が見られないのは，本試験にはスラリーから

の二酸化炭素発生が影響している可能性もある。この試

験と同様な肥育豚からの二酸化炭素発生量は，生体重

30kgにおいて1．OkgCO2・pig－1・day－1，80kgにおいて

2．okgco2・pig－1・dar1，と報告されている50）。今回の

発生量は0．4kgCO2・pig－1・day－1から1．6kgCO2・pig－1・

daゾ1の範囲であり，この値に近いものであった。図3－

6に示すように，貯留区からの二酸化炭素発生量は，搬

出区に比べて若干高く推移した。この差異は家畜ふん尿

からの二酸化炭素発生とも考えられるが，この試験で見

る限り，期間変動に比べて小さいものであった。

　図3－7にアンモニアの発生量の変化を示した。アンモ

ニアの放出量は搬出区，貯留区ともに1週目

（1．OgNH3・pig－1・dar1）から3週目まで増加して

3．7gNH3・pig』day1から4．3gNH3・pig－1・day－1に達

し，それ以降は一定値で推移した。アンモニアの畜舎内

での発生源は貯留されているスラリーである。Rom40）

によれば，貯留槽のスラリーからのアンモニア揮散は，

貯留されるスラリーの表層数センチのアンモニア量に規

定されている。つまり，スラリーの容積ではなく，主に

表面積に規定されている。アンモニア揮散は，今回の試

験で貯留されるスラリーの増加とともに3週目まで増加

したが，揮散量が以後一定値で推移したのはこのためと

考えられる（図3－7）。

　アンモニアは貯留区に比べて搬出区の放出量は有意に

低かった（P＜5％）。

　しかし，この差異は小さく，毎週スラリーを搬出する
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事が畜舎内でのアンモニア揮散抑制に効果的とは言い難

い。本試験のアンモニア発生量の値はMannebeck　and

Oldenburg24〉やPhillipseta139）とほぼ同じ値であった。

　しかし，Rom40）は，肥育初期に3～5gNH3・pig 1・

day 1
，

肥育後期には13～15gNH3・pig－1・day－1の発生

量を報告している。HartungandPhillips11）のレビューに

よれば，豚舎からのアンモニア発生量は17，5～

39。4kgNH3・LU皿1・year1（LU＝Livestock　Unit，i．e．

500kg　live　weight）とされている。これらの試験におけ

るスラリーのpHは7．3～7．6と報告されている1L40）。この

単位系に，今回の結果を換算すると11．0～11．8kgNH3・

LU一’・year－1となる。本試験の貯留区の貯留スラリーは

比較的低めのpH条件（6．8～7，0）で推移していたことに

加え，温調した施設内であっても冬季における試験であ

ったこと，および厚く形成したスカムによってアンモニ

ア揮散が抑制され，発生量が低かったのではないかと考

察される。さらに夏期の試験を行い，季節変動要因につ

いて検討する必要がある。

b）メタンの揮散量変化

　図3－8にメタンの発生量の変化を示した。メタンの放

出量はアンモニア同様に両試験区とも2，0gCH4・pig－1・

day－1から8．OgCH4・pig－1・day－1と3週目まで増加した

が4週目以降は減少に転じた。メタンの発生は，二酸化

炭素同様に豚自身からも寄与がある。排ふんに伴うガス

の放出（いわゆるおなら）に含まれるメタンガスである。

図3－6に示すように，二酸化炭素については肥育期間4

週目まで増加し，以降に発生量の減少が観察されている

が，メタンに関しても，二酸化炭素と同様の期間変動が

観察されている。

　貯留区と搬出区との試験区問の比較をすれば，貯留区

に比べて，メタンは搬出区の放出量が明らかに低かった
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図3－9　亜酸化窒素揮散量（1日1頭あたり）の変化
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（pく1％）。これは，スラリーが貯留されているか否か

の差と考えられ，明らかにスラリーからメタンが発生し

ていると確認された。このスラリーからの発生量変化が

期間変動の要因とも考えられ，スラリーそのものからの

発生量変動を捉える試験を実施する必要性がある。しか

し，メタンの発生量においては処理区間での差異よりも

期間変動が大きいことから，総メタン発生量に占める貯

留時のふん尿からの割合は高くない可能性がある。斉藤

43）によれば，豚から発生するメタンは1。3gCH4・pig一』

day－1から4，1gCH4・pig～1・day㎜1程度と今回の結果の発

生レベルに近似しており，このことからも豚の飼養管理

からのメタン発生の主たるものが，貯留中のふん尿では

なく，豚自体であることを示唆している。

c）亜酸化窒素の揮散量変化

　図3－9に亜酸化窒素の発生量の変化を示した。亜酸化

窒素は貯留区に比べて搬出区の放出量は有意に低かった

（p＜5％）。亜酸化窒素の放出量は両試験区とも5週目

までは0．1gN20・pig一』day－1と低く，6週目に

0．25gN20・pig－1・day 1から0．30gN20・pig－1・〔1ay 1と

大幅に増加した。肥育期間の進行と共に畜体が大きくな

り，また排泄物量も増加するため，環境負荷ガスの発生

量が増加するのは当然と言える。しかし，今回の試験結

果ではアンモニアなどのように，明らかにスラリーを主

要な起源とする物質の増加でさえ，スラリーの増加によ

って単純に増加していない（図3－7）。5週目から6週

目間の亜酸化窒素発生量の2．0～2。5倍の増加は排泄物量

の増加率（搬出区で約1．1倍，貯留区で1．25倍）を上回る

ものであった（図3－9）。亜酸化窒素は，アンモニア態

窒素の酸化および硝酸態窒素と亜硝酸態窒素の還元過程

から副産物として発生する。しかし硝酸態窒素は貯留物

からは全く検出されなかったため，本試験での亜酸化窒

素の大半は硝化過程からのものと考えられる。亜酸化窒

素の発生量の増加が5週目まで低かったのは，硝化に関

わる微生物は増殖が遅いため，時間的に遅れがあったも

のと考えられる2）。Murakami＆Kuwauka25）も，耕地土

壌の試験ではあるが，施肥窒素からの亜酸化窒素発生に

関して，硝化菌増殖が原因と思われるタイムラグを報告

している。

　亜酸化窒素の畜舎環境からの発生頻度についての報告

は少なく，Phillipsら39）はo～o．27gN20・・Lu一』h－1の

発生量を報告している。今回の我々の結果を同じ単位系

で換算すると算定値として0．06gN20・LU』h－1とな

り，比較的低めの値となる。しかし，上記のPhillipsら39）

の試験結果は限られた2～3回／日という頻度のデータ

に基づいたものであり，測定値も非常に大きくばらつい

ている。今回，我々の試験結果からも亜酸化窒素発生率

の変動幅は大きく，その平均的な値を推測するには十分

な変動要因の解析が必要と考えられた。平均的な算定値

としては我々の提出した数値の方の信頼性は，これまで

のものに比べて高いと思われる。

d）貯留区と搬出区の比較

　二酸化炭素を除く測定した環境負荷ガスにおいて，貯

留区に比べて搬出区の放出量の方が有意に低かった（ア

ンモニア，亜酸化窒素はpく5％，メタンはpく1％）。

このことから，ふん尿の速やかな搬出が，揮散物質の畜

舎内での発生抑制に効果のあることは証明された。しか

し，毎週排出（搬出区）した区と貯留区との各環境負荷

ガスの放出量の差異は必ずしも顕著なものではなかっ
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た。すなわち，今回の試験では貯留された排泄物の量的

な差異による環境負荷ガスの発生の差は大きくないと考

えられた。これは貯留されたスラリーの温度が約16℃と

低めだったため，全ての微生物活動が抑制されていた事

も要因と考えられる。夏期の試験を行い，さらに要因を

詰める必要がある。

3）環境負荷ガス発生量の日間変動

　両試験区の全データを時系列的に並べた図3－2（二酸

化炭素），図3－3（アンモニア），図3－4（メタン）およ

び図3－5（亜酸化窒素）に見られるように，環境負荷ガ

スの発生は明らかに時刻によって変動を示した。そこで

データを1時間あたりの発生量に算定して各時刻別に集

計し直した。図3－10に示すように，肥育期間の各週100

時間以上の1時間当たり発生量を全期間にわたって時刻

別に集計・積算し，各時刻の平均発生量を算出した。集

計データは測定の曜日，時期に関してほぽ均一であり，

時刻別の発生量とこれらの要因との相関係数はほとんど

ない（r2くO．005）Q

　図3－10に見られるように，搬出区と貯留区の環境負

荷ガスは同様な日間変動を示していた。環境温度を17℃

とほぼ一定に調節した畜舎での試験にも関わらず搬出

区，貯留区ともにすべての環境負荷ガス排出量が日中高

く，夜間に低い傾向が明らかであった。各物質の変動幅

は，二酸化炭素で2．2倍（搬出区），2．9倍（貯留区）であ

り，アンモニア，メタンおよび亜酸化窒素では1．7倍

（搬出区），2．0倍（貯留区）であった。また，いずれの

発生ガスも給餌が行われる8－9時頃から急上昇がみら

れることから，この変動は家畜の活動との関連が深いこ

とが示唆された。二酸化炭素については，こうした日問

変動があることがOuwerkerk　and　Pedersen35）より報告

されている。また，最近，ミネソタ大学のvan　Banus氏

はこのような畜舎内の揮散物質変動は餌の成分組成や飼

育管理によって変動の大きさや，ピーク時間に違いが出

ると指摘している（私信）。室温が調整された環境中で

のこういった変動は，単に日夜の温度変化による生物活

性に起因するとは考えにくく，専ら家畜が原因と考える

のが妥当であろう。たとえば，毎日10～11時の給餌後1

～2時間に起こっていた豚の排泄行動が，揮散物質の発

生量上昇とピーク時間帯（13時～14時）とほぼ一致して

いる事からもこのことが裏付けられる。

4）まとめ

密閉された豚舎からの吸気中と排気中のアンモニア

（NH3），メタン（CH4）および亜酸化窒素（N20）の濃

度測定値（mg・m 3）と各試験区の換気量（m3・hour－1）

の5分間の平均測定値から，各気体の5分間の放出量を

次式から算出した。

放出量E（mg／5min）＝

　（排気中の濃度（mgm一3）一吸気中の濃度（mg　m－3）

　　　　　　　　　x5／60x換気量（m3hour
1）

　この放出量（E）を積算して1時問当たり放出量

（mg・hour 1）を算出したところ，各環境負荷ガスの放

出量は飼育期問で変化（期問変動）し，また時刻によっ

ても周期的に変動（日問変動）していることが判った。

環境負荷ガスの期問変動

　全ての環境負荷ガスで，貯留区に比べて搬出区の放出

量は有意に低かった（アンモニア，亜酸化窒素はpく

5％，メタンはpく1％）。アンモニアの放出量は搬出区，

貯留区ともに1週目の1．ogNH3・pig－1・day－1から3週

目まで増加して3．5gNH3・pig－1・day－1に達し，それ以

降は一定値で推移した。メタンの放出量はアンモニア同

様に初期から3週目まで，2．OgCH4・pig－1・dar1から

8．OgCH4・pig－1・day－1と増加したが4週目以降は減少

に転じた。亜酸化窒素の放出量は5週目までは

o。1gN20・pig1・dar1と低いが，6週目に大幅に増加

した。肥育期間の進行と共に畜体が大きくなり，また排

泄物量も増加するため，環境負荷ガスの発生量が増加す

るのは当然と言える。しかし，その増加は，単に排泄物

量の増加に比例するものではなかった。

　亜酸化窒素の発生量の増加が5週間目まで低かったの

は，発生の主体と想定される硝化に関わる微生物の増殖

が遅いため，時間的に遅れがあったものと考えられる。

スラリー中には，試験期間を通じて硝酸態窒素の明確な

存在は確認されていない。

　二酸化炭素発生量増加が見られないのは肥育豚の運動

量の低下が要因にはあげられるが，さらに検討が必要で

あろう。

環境負荷ガスの日問変動

　環境負荷ガスの発生は明らかな日間変動を示した。デ

ータは肥育期間の各週100時間以上の1時間当たり発生

量を時刻別に集計・積算し，各時刻の平均発生量を算出

した。集計データは測定の曜日，時期に関してほぼ均一

であり，時刻別の発生量とこれらの要因との相関係数は

ほとんどない（r2〈0．005）。

　環境温度を17℃とほぽ一定に調節した畜舎での試験に
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も関わらず搬出区，貯留区ともにすべての環境負荷ガス

排出量が日中高く，夜問に低い傾向が明らかであった。

また，給餌が行われる10～11時頃から急上昇，排泄行動

時の13～14時に発生ピークがみられることから，家畜の

活動との関連が深いことが示唆された。

　今回の試験結果から，アンモニア（NH3），亜酸化窒

素（N20）およびメタン（CH4〉が豚1頭の肥育全期間

中（8週間）に発生する量は，それぞれ181，9．1および

302g／頭（貯留区）であり，ふん尿の搬出を毎週行うこ

とで，168，8．4および268g／頭（搬出区）に，僅かなが

ら削減できることが判った。

　本論文では現行で多く行われているふん尿管理法であ

る貯留区の値を原単位とする。この排出量は，排出され

たふん尿中の全窒素に対する比率で表すと，アンモニア

は7．4％，亜酸化窒素は0．29％にあたる。排出されたふん

尿中の有機物（VS）対するメタン排出量は0．24％になっ

た。

第4章　汚水処理過程からの環境負荷ガスの発生

1）汚水処理試験の環境条件

a）投入汚水の性状と汚泥の馴養

本試験で揮散物質を測定するために用いた汚水性状

表44　投入汚水の性状と平均処理水質

　（BOD容積負荷0．5kgm－3day－1）

Items Unit Influent
NLAP（Ordinaly） 圃

5℃ 20℃ 5℃ 20℃

BOD mgO2／L 1500．0 30．9 19．6 12．8 9．6

丁一N mg／L 207．0 99．7 87．8 54．5 32．0

NOx－N mg／L 一 16．7 19．6 6．5 6．6

T－P mg／L 127．0 41．7 43．0 48．3 46．3
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図4－1窒素の処理効果（BOD容積負荷0．5kg　m－3day
1〉

と，その主な汚濁物質についての処理後の性状を表4－1

に示す。投入汚水は豚のふんに尿を混ぜた汚水を作成し

たのち，O．5mmのふるいで粗大固形物を除去したものを

試験に供した。この汚水（原汚水）を冷蔵保存し，使用

時に適宜希釈して試験に用いた。

　汚泥の馴養のため，各槽の水温を5℃及び20℃に設定

して汚水の容積負荷をBOD容積負荷0．25kg　m『3day－1と

して従来法の連続曝気（NLAPl　Non　Limited　Aeration

Process）条件で汚水処理を開始した。約5週間後に汚

泥濃度が約7000mg・L 1に達した後，BOD容積負荷を

試験設定の0，5kg　m　3day皿1に上げ，処理効果の検討を

始めた（図4－1）。

b）連続曝気と間欠曝気による汚濁物質除去効果

　容積負荷0．5kg　m－3day－1に対する処理水の除去効果

が安定した後に連続曝気条件における処理試験を約4週

間行った。この後，曝気方式を1時問間隔で曝気と停止

を繰り返す間欠曝気法（IAP，IntermittentAeration

Process）に切り替えて再び処理効果が安定するまで4

週聞培養した後，間欠曝気方式の処理試験を約4週間継

続した。図4－1に浄化処理の効果の検討を行った試験期

間（NLAP：42日～70日，IAP：98日～128日）を点線枠

で図示した。

　両処理方式の各温度における汚濁物質の処理状況につ

いては表4－1に結果（平均処理水質）を示した。全ての

試験区の処理水が畜産排水に対する当面の規制値

（BOD160mgL－1，TotalN140mgL 1）を下回る良好な結

果であった。汚水の浄化効果を汚水中の各汚濁物質の減

少率（除去率）で評価してみると，BODについては両

区とも温度条件に関わらず98％以上の除去率，窒素につ

いては間欠曝気法の処理効率は高く，窒素の除去率が

20℃条件では84．5％，5℃の条件でも75％の好結果であ

った。連続曝気の窒素の除去率が20℃条件では57．6％，

5℃の条件で52％という処理効果に比べて間欠法の処理

効果が高いのは，本来好気的な過程である曝気過程に嫌

気的条件を交互に繰り入れることで効率的な脱窒を可能

にしているためと考えられる29）。

c）処理過程におけるpHとORPの変化

　連続曝気と問欠曝気の処理効果の検討を行った期間の

1日を選び，揮散物質の連続測定を実施し，発生環境負

荷物質量の算定を行った。5℃および20℃の両試験槽で，

連続曝気においては，汚水処理試験開始より63日目，問

欠曝気においては120日目に実施した。同時に処理槽内
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　　　図4－2　汚水処理におけるpHとORPの変化
（NLAP，Ordinaly：連続曝気区［上］とIAP：間欠曝気区［下］）

の状態を把握するために，同日程で，pHとORPを30分

間隔で測定した（図4－2）。

　連続曝気においては，問断なく続く曝気によって酸化

状態が続くためにORP値は汚水投入後の約一100mVより

一貫して上昇し，5℃では200mV，20℃では100mVに達

した。pHについても両温度とも，汚水投入（図4－2中

の0時間）時に投入汚水中のアンモニアのために上昇し，

汚水投入後2時間後にもっとも高くなり，その後の曝気

による硝化の進行により，生成した硝酸態窒素のために

pH5ないしpH6まで低下した。

　間欠曝気においては，曝気時間と静置時間を繰り返す

ため，ORPは5℃，20℃とも上下しながら緩慢に上昇し

た。汚水投入直後にはORPは両温度とも一300mVまで低

下し，その後5℃においては150mVまで，20℃において

はOmVにまで上昇するにすぎない。pHについては，両

温度とも汚水投入時に投入汚水中のアンモニアのために

上昇し，この数時間後にもっとも高くなり，その後の曝

気により硝化が促進され，硝酸態窒素生成のために低下

傾向ではあるが，硝酸態窒素が静置時問に脱窒によって

除かれるために連続曝気で見られたような極度のpH低

下は見られなかった。すなわち，間欠曝気においては曝

気による硝化反応と，曝気停止で低下した還元状態（低

ORP）における脱窒反応がバランスよく進行していた。

　温度条件による差異は，両曝気条件とも，低温（5℃）

の方が20℃に比べてORPが酸化状態ではより高く，還元

状態でも比較的高い値が観察された。特に間欠曝気にお

いてORPの山と谷の差が，5℃のほうが20℃の条件より

も小さいことは明らかである。これは，微生物の活動が

低温条件ではあまり高くなくないため酸化時には余剰の

酸素が存在しやすく，酸化時には高く，還元時にも低下

しにくいものと思われる。

　またpHについても，両曝気条件とも，硝酸態窒素の

集積がより顕著な5℃条件下において，20℃条件よりも

低めの値で推移した。

2）汚水処理過程からの環境負荷ガス濃度変化

　汚水処理過程から発生する環境負荷ガスについて算出

を行うため，それぞれの温度条件，曝気条件における排

気と入気（bg，環境空気）の対象環境負荷ガス濃度を

計測した。汚水浄化の1サイクルである1日（24時問）

の5分問隔の測定濃度データを，図4－3（アンモニア），

図4－4（メタン）および図4－5（亜酸化窒素）に，連続

曝気区と問欠曝気区の結果を示した。各図で，上の図が

連続曝気，下の図が間欠曝気の結果である。5℃および

20℃の両試験槽からの排出濃度とともに，バックグラウ

ンド（bg）として試験を行った恒温室内の空気（環境

空気，入気）の各揮散物質濃度を示した。

a）アンモニアの濃度変化

　アンモニアに関しては，連続，間欠曝気の両試験区で

汚水処理過程からの放出は極めて低く，検出限界

（0．1mg・m－3）に近いものであった（図4－3）。経時的

に測定した24時間の排気中平均アンモニア濃度は0．2

mg・m－3程度であり，温度条件でも，曝気条件におい

ても差異は認められなかった。投入汚水は多量のアンモ

ニァおよび有機態窒素を含んでいるが，処理槽のpH値

はpH5．0からpH7．0と低く，汚水投入後にも極端に高い

pH値とならないためアンモニア発生が低いものと考え

られる。しかし，連続処理区の22時間経過後，すなわち

汚泥分離中（Sediment）にはアンモニアの揮散が見られ

た。この濃度上昇はバックグラウンドにも見られ，恒温

室内においた投入汚水を貯留した原水槽の撹搾によるも

のと考えられた。その後の問欠曝気区の試験時には原水

槽にふたをしたことでこの現象は観察されていない（図
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4－3，間欠曝気）。

b）メタンの濃度変化

　メタンに関しては汚水処理過程の初期（汚水投入後2

～3時間）に極めて高い放出が，5，20℃の温度条件に

関わらず両試験区で観察された（図4－4）。連続曝気区

では汚水投入1時間後に最高66mg・m－3（20℃）およ

び33mg・m－3（5。C）のメタンが観測された。間欠曝

気区では開始後4時間の問は明らかなメタン発生を認

め，最高180mg・m 3（20℃）および92mg・m一3（5℃）

に達した。曝気方法で比較すると，やはり静置時間（嫌

気）が設定された問欠曝気においてメタン濃度は高くな

っていた。また，温度が高い条件下（20℃）で発生がよ

り顕著で，最高濃度は問欠曝気区で180mg・m－3と観測

された。

　汚水投入後の2－4時間経過後は，メタンの濃度はバッ

クグラウンドと大差がなくなっていた。この試験中，メ

タン測定値が数mg・m－3にわたって短時間で変動して

いた。これは，バックグラウンドのメタンが通常の大気

レベルの1．3mg・m－3を下限値に，最高6。7mg・m－3に

わたって変動していたためである。これは試験を行った
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恒温室内でメタン発酵の装置も稼働していたため，ここ

からの漏れたガスの影響ではないかと考えられる。しか

し，入気（バックグラウンド）の濃度を各処理槽の排気

からさし引いて発生を算定しているため，排出量評価に

は重大な影響はないと考えられた。

c）亜酸化窒素濃度の変化

　亜酸化窒素の濃度は，連続曝気試験区の方が間欠曝気

区よりも明らかに高かった（図4－5）。連続曝気区では

特に汚水投入時（0時）から1時問後の極大値は250

mg・m－3（20℃），92mg・m－3（5℃）にも達した。ま

た，その後も，7～8mg・m 3（20℃）あるいは1～2

mg・m－3（5℃）の明らかにバックグラウンドの0，6

mg・m皿3よりも高い値が汚水処理の全行程で観察され

た。

　連続曝気区の亜酸化窒素濃度変化をみると，処理開始

21時間後の曝気が停止した後に亜酸化窒素濃度の低下が

起きている。また，時問経過とともに亜酸化窒素濃度の

暫増が5℃，20℃の水温に関わらず観測された（図4－5）。

これは亜酸化窒素が，アンモニア等の硝化過程において

も発生する可能性を示唆している。

　これに対し，問欠曝気区では亜酸化窒素の濃度の上昇

は曝気を停止した期間，つまり静置時間に限定された。

問欠曝気においては曝気中の排気には高い濃度の亜酸化

窒素は観測されずに，主に曝気停止中に観測された。特

に3～10mg・m－3におよぶ高濃度の発生は20℃条件下

の3回目の静置期間から6回目の静置期間にのみ観測さ

れた。

　家畜尿汚水は窒素濃度（今回，T－N207mg・L－1）が

極端に高く，処理水は硝酸態窒素濃度（NOx－N20mg・

L－1）が高くなる。この条件下では脱窒に必要な電子供

与体（有機物）が比較的不足することが，亜酸化窒素と

して窒素ガスが高い比率で発生する要因のひとつと考え

られている561。

　連続曝気では硝酸濃度も高く，脱窒用の有機物が不

足しがちである。間欠曝気法による処理では，比較的

有機物が多く残存する曝気期間の初期に嫌気時問を設

けて脱窒を行うため，硝酸の過剰生成が，硝化．脱窒

がバランスよく進行することで回避され，浄化効率が

高いだけでなく，亜酸化窒素発生も抑制されていると

考えられる29・30）。

3）汚水処理からの環境負荷ガスの発生量の算定

前述の各試験区における環境負荷ガスの濃度測定デー

タ（図4－3，4，5）を1時間の平均値として算出し直し，

バックグラウンド値を差し引いた後，当該処理期問の通

気量（1．2L・min 1
，

72L・h一1）を，通気のない嫌気時

間については槽の上部空間容積（3L）に積算して処理

過程の各1時間当たりの負荷物質発生量を求めた。図

4－6（アンモニア），図4－7（メタン），図4－8（亜酸化窒

素）に，連続曝気区と間欠曝気区の結果を示した。

a）アンモニアとメタンの発生量

　汚水処理過程から発生するアンモニア（NH3）関して

は，全ての試験区で放出は極めて低く，検出限界に近い

ものであった（図4－3）。このため，図4－6に見られる

ように，アンモニア発生量は極めて微量であり，むしろ

バックグラウンドより排気中濃度が低いマイナスを示す

時間帯が多かった。活性汚泥処理においては，通常，汚

水が投入される処理槽には汚泥を含んだ処理水が残存し

ている。ここにアンモニアを含んだ新たな汚水が投入さ

れても，アンモニアが揮散しやすい高アルカリ条件には

ならず，また，十分な曝気処理工程があるために常に酸

化的で硝化が進みやすい条件になっているためと考えら

れる。

　また，図4－7に示したメタン（CH4）についても，全

ての試験区で顕著な発生は汚水投入直後の2時問程度に

限定される。発生総量としては連続曝気区の20℃条件で

1．7mg，5℃条件で0．7mgであり，問欠曝気区では20℃

条件で2。7mg，5℃条件で2．1mgであった。この発生量

は投入汚水中の全有機炭素（Total　Organic　Carbon）の

0．2～0。05％に止まる。十分な曝気処理が行われる活性汚

泥処理では，酸化的条件下で強く活性が阻害されるメタ

ン生成菌の生育は限定的で，したがって生成されるメタ

ンもきわめて少ないと思われる。この結果は，有効な汚

水浄化処理が行われる限り，浄化処理過程からのアンモ

ニァとメタンの発生は少ないと言える。この試験結果か

ら，TOC950g，丁一N207gを含む豚ふん尿汚水1m3の浄

化処理から発生するアンモニアは検出限界（1mg・m－3）

以下，メタンは0．5～2．OgCH4と試算された。

b）亜酸化窒素の発生量

　亜酸化窒素（N20－N）の放出は全ての試験区から確認

された。20℃における従来の連続曝気条件では，試験期

問中の1日の投入汚水中総窒素量（処理窒素）の約5％

（17．Omg）が亜酸化窒素として放出されており（図4－8），

その発生は200mg・m－3を越える濃度値も観測された

（図4－5）。
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　家畜尿汚水は，一般の汚水に比較して窒素濃度が極端

に高い。また，汚水のBOD（100）に対する全窒素の割

合は平均値として平床式豚舎で22，ケージ，スノコ豚

舎で40となっており10・55），一般的に生物処理に適した

BOD：全窒素＝100：5に比べて著しく窒素過剰の汚水

と言える。因みに今回の処理汚水はBOD：全窒素＝

100：15であった。その結果，処理過程における汚水中

には硝酸が多く存在する。この条件下では脱窒に必要な

水素供与体（有機物）が比較的不足することが亜酸化窒

素発生要因のひとつと考えられる。

　亜酸化窒素の発生は特に連続曝気区において汚水投入

後2時間の曝気時に顕著であった。水温が低い条件

（5℃）では，硝化・脱窒活性が抑制され，窒素処理効

率自体も悪い（表4－1）こともあり，亜酸化窒素の発生

総量は4。7mgと低いが，発生量の変動については20℃の

場合と同様，初期の2時間が顕著であった（図4－8）。

　間欠曝気区では，試験期間中の1日の亜酸化窒素発生

総量は0．07mg程度であり，投入汚水中に含有された総

窒素の0．04％が亜酸化窒素に変換したにすぎない。この

排出量は従来法である連続曝気法と比較すると，1／50

～1／100であった。間欠曝気法による処理では硝酸の生
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成と脱窒がバランスよく進行することで，浄化効率が高

いだけでなく，亜酸化窒素発生も抑制されていると考え

られる。間欠曝気区では極めて低い排出量であるために，

温度条件による違いの比較が難しいが，低温（5℃）に

おける曝気時問にはおしなべて亜酸化窒素の発生が見ら

れる。これは5℃という温度条件が硝化反応には厳しす

ぎるためにあまり進まず，徐々に脱窒反応が進行したた

めと考えられる。また20℃の条件では亜酸化窒素の発生

は2回の曝気が終了した後の静置時問からの8時間に集

中している。亜酸化窒素発生量の顕著であった，この5

～12時間は処理水のpHの低い期問（図4－2参照）と一

致しており，硝酸態窒素の存在が想定される。活発な脱

窒に伴った亜酸化窒素の放出増加ではないかと考えられ

る。

　この試験結果から，TOC950g，丁一N207gを含む豚ふ

ん尿汚水1m3の浄化処理から発生する亜酸化窒素は連

続曝気で3．0～10，6gN20－Nと試算された。

　また間欠曝気に変更することで，浄化処理から発生す

る亜酸化窒素は0．06～0。07gN20－Nに減少できる。

4）まとめ

　実際の活性汚泥処理と同様の処理条件下において，5，

20℃の両温度条件，連続，間欠曝気両曝気条件の全ての

試験区の処理水が畜産排水に対する当面の規制値

（BOD160mgL－1，TotalN140mgL－1）を下回る結果であ

った。しかし従来法である連続曝気法と間欠曝気法を比

較してみると，間欠曝気法の処理効率は高く，窒素の除

去率が5℃の条件でも75％の好結果であった。問欠曝気

法により窒素が効率よく硝化・脱窒した事によると考え

られた。

　汚水処理過程から発生する環境負荷ガスについては，

アンモニアおよびメタンに関しては，全ての試験区で汚

水処理過程からの放出は極めて低く，検出限界に近いも

のであった。アンモニア発生量は極めて微量であり，メ

タンについても，発生量は投入汚水中の全有機体炭素

950mgL－1の0．2～0．05％に止まる。十分な曝気処理が行

われる活性汚泥処理では，酸化的条件下で強く活性が阻

害されるメタン生成菌の生育は限定的で，したがって生

成されるメタンもきわめて少ないと思われる。この結果

は，有効な汚水浄化処理が行われる限り，浄化処理過程

からのアンモニアとメタンの発生は少ないと言える。

　しかし，亜酸化窒素の放出は全ての試験区から確認さ

れ，20℃で従来の連続曝気条件では，処理窒素の約5％

が亜酸化窒素（N20－N）として放出されており，その発

生は200mg・m－3を越える値も観測された。家畜尿汚水

は窒素濃度が極端に高く，処理水は硝酸濃度が高くなり，

この条件下では脱窒に必要な電子供与体（有機物）が比

較的不足することが発生要因のひとつと考えられる。

　亜酸化窒素の発生は特に連続曝気区で汚水投入2時間

後の曝気時に顕著であった。連続曝気で水温が低い条件

（5℃）では，窒素処理効率自体も悪いこともあり，亜

酸化窒素の発生総量は4、7mgN20－Nと低いが，発生量の

変動については20℃の場合と同様であった。

　間欠曝気区では，亜酸化窒素の発生総量は温度条件に

よらず0．1mgN20－N程度であり，投入汚水中の総窒素の

0．04％であった。この排出量は従来法と比較すると，

1／50～1／100であった。間欠曝気法による処理では硝

酸の生成と脱窒がバランスよく進行することで，浄化効

率が高いだけでなく，亜酸化窒素発生も抑制されている

と考えられる。

　この試験結果から，TOC950g，T、N207gを含む豚ふ

ん尿汚水1m3の浄化処理から発生するアンモニアは検

出限界（1mgNH3－N・m3）以下，メタンは0．5～2。Og

CH4，亜酸化窒素は3。O～10．6gN20－N（連続曝気）と試

算された。また問欠曝気に変更することで，浄化処理か

ら発生する亜酸化窒素は0、06～0．07gN20－Nに減少でき

る。

第5章　堆肥化過程からの環境負荷ガスの発生

1）小型試験装置による堆肥化の進行状況

a）堆肥化試験の原材料

　小型の堆肥化試験装置（図2－4）を用い，合計14回の

堆肥化試験を行った。発酵槽に充填した豚ふん尿混合物

と副資材として用いたダンボール裁断片と完熟堆肥の性

状を表5－1に示す。供試豚ふんは含水率71％，有機物が

25％，乾物あたり3。5％の窒素が含有されていた。堆肥

化処理試験は新鮮豚ふん約19kgに2cm角のダンボール

裁断片を混合して含水率が65％程度になるように調整，

表5－1堆肥化充填物の原材料の性状

Characteristics　ofmaterials　for　Composting（Mean　and　SD）

　　　　　　　　Swine　waste　　Matured
　Items　　　　　Unit　　　　　　　　　　　Compost

　　　　　　　　　（n＝14〉　　　（n＝7）

Corrugated

　Paper
　（n＝2）

Solod　contents

Organic　matter

TotalN

NH4－N

NOx－N

pH（2N　KC1）

％

％

％D．M，

％D．M．

％D．M．

29．3±2，0

25．0±1．4

3，5±0．5

0．43ニヒ0．05

not　detected

7．1±0．05

65．0±1．2

46．7＝ヒ5，4

3，72±0，02

0，17±O．13

0．17±0．06

7．6±0，18

92，7

87，2

0。17

not（1etected

not（1etecte〔1

6．05
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　　　　　　表5－2　堆肥化試験条件

Experimental　condltions　for　composting

Composting　materials

Swine　faces 19kg

addiUves　Corrugated　paper 2kg

Matured　compost 1．9kg（addiUves）ornot（control）

Characteristics　of　mb【ture

Sohd　contents aroun〔135％

Nitrogen　contents（N） around2009（contro1）or

around2159（additives）

Flow　late　offorced　aeration　against　composting　materials

19．30r38．50r48．10r57．60r76．90r96、1LM－3min－1

Tuming　ofcomposting　mixture
weekly

小型堆肥化装置に充填して行った。また，堆肥化を速や

かに進行させるための既往技術である戻し堆肥を評価す

るため，完熟堆肥を豚ぷん重量の10％添加した場合の各

種環境負荷ガス発生量の違いも検討した。豚ふんと段ボ

ールを混合して充填された混合物（Contro1）には約

200gの，これに戻し堆肥を添加した混合物（Adidtives）

には約215gの窒素（N）が含まれていることになる。

b）堆肥化の進行と終了

　表5－2に本試験の条件設定を示す。発酵槽への通気量

は実際の堆肥化施設で行われている範囲の各通気量，す

なわち，19．3，38．5，48．1，57．6，76．9，及び96．1Lm－3
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図5－1堆肥化過程における品温とアンモニア，メタンお

　　　よび亜酸化窒素の変化
　　　（通気量38．5Lm－3min一1の場合）

min－1（混合堆積物容積あたりの通気量）に設定し，揮

散物質発生総量に及ぼす影響について相互に比較し検討

した。装置に充填物を投入した後は，設定された各通気

量で発酵槽へ連続的に通気を行なった。

　堆肥化の進行に伴う品温変化および排気中の環境負荷

ガス濃度の変化の3例を，図5－1（通気量約38Lm 3

min－1），図5－2（通気量約77Lm－3min 1），および図5－3

（通気量約96Lm一3min－1）に示した。堆肥化期間中，図

中の矢印に示すように，充填物は毎週切り返しを行なっ

た。どの試験区においても良好な発酵が行われ，品温が

70℃以上に上昇した。その後，3－5週間にわたる切り

返し後には品温40℃以上の顕著な再上昇が見られなくな

った（図5－1a，図5－2a，図5－3a）。また週に1回の切

り返しの際にサンプリングを行い，固形分，pH，含有

窒素（全窒素，NH4N，NOx－N）および，BODの分析に

より堆肥化進行にともなう有機物分解を確認して，あわ

せて堆肥化の終了の判断を行った。本試験では易分解性

有機性物質の分解が盛んな期間を堆肥化期間として捉

え，これまでに実施した豚ふんの堆肥化試験において得

られた腐熟過程における収束値であるBOD値100mgO2・

g－1を堆肥化終了の目安とした2聯）。

　堆肥化の終了時期は通気量によって若干異なるもので

あった。通気量が19．3Lm－3min－1程度の場合は5週問，
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図5－2　堆肥化過程における品温とアンモニア，メタンお

　　　よび亜酸化窒素の変化
　　　（通気量76．9Lm一3min一【の場合）
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図5－3堆肥化過程における品温とアンモニア，メタンお

　　　よび亜酸化窒素の変化
　　　（通気量96．1Lm－3min一1の場合）

38．5Lm　3min－1～76．9Lm3min－1では4週間，100Lm－3

min『’近い通気量では3週間で堆肥化終了の目安である

BODが100mgO2・g皿1以下まで減少し，切り返し後の品

温の再上昇が顕著ではなくなった。

2）堆肥化過程におけるアンモニア，メタンおよび亜酸

　化窒素の変化

　図5－1，図5－2および図5－3に示された堆肥化過程に

おいて測定されたアンモニァの一般的な消長を見ると，

堆肥化初期の約10日間に極めて多量のアンモニア揮散が

見られる。アンモニアのピークは堆積後約24時間に発生

し，その後切り返し後約24時間にも再度増大するが急速

に減少した（図5－1b，図5－2b，図5－3b）。今回の試験

における通気量の設定は，実際の堆肥化施設で実施され

ている条件10・20・33・55）を踏襲した約20～100Lm 3min－1で

あった。アンモニアのピーク後の濃度減少は通気量が多

いほど急速であったが，濃度低下全体を見ると通気条件

としては高めの76．9Lm－3min 1で最も速やかであった

（図5－2b）。アンモニアの濃度変化は品温の変化（図5－

1a，図5－2a，図5－3a）と極めて類似しており，揮散が

品温に影響されていることが考えられた。

　メタンと亜酸化窒素についても，堆肥化開始から7～

10日間における発生が高い（図5－1cd，図5－2cd，図5一
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図5－4堆肥化過程におけるアンモニァ，メタンおよび亜

　　　酸化窒素の積算発生量
　　　（通気量38．5Lm一3min 1の場合）

3cd）。

　メタン発生のピーク値は通気量の増大によって減少し

ており，38．5Lm－3min－1の通気では1000ppmを越える高

濃度であったが，76．9Lm－3min－1の通気では200ppm程

度であり，96．1Lm－3min－1の通気では15ppm程度に低下

していた（図5－1c，図5－2c，図5－3c）。メタンに関し

ては通気が良好に継続される限り，その発生は堆肥化初

期に限定されると考えられた。

　これに対して亜酸化窒素の濃度変化は，切り返しのた

びに若干濃度の再上昇が一時的に見られる事が特徴であ

る（図5－1d，図5－2d，図5－3d）。この一時的な発生増

大は堆肥化の後半でも見られた。

　ここで観測された堆肥化過程におけるアンモニア，メ

タン及び亜酸化窒素の発生パターンの違いは，その積算

発生量からも読みとることができる（図5－4）。堆肥化

終了時までの各気体揮散総量の80～90％が堆肥化初期の

10日間に揮散していることは共通するが，発生が堆肥化

開始日に集中するメタン（図5－4中段），堆肥化開始日

の発生が最大であるが，その後も発生が継続する亜酸化

窒素（図54下段），また，堆肥化開始から10日間は同

レベルの高い発生が継続し，その後は発生が急速に減少

するアンモニア（図5－4上段）と気体によって特徴を示

していた。各気体で見られるこの特徴は今回の通気量の
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図5－5　堆肥化過程における通気量とアンモニア発生量の

　　　関係
　　（1m3の豚ふん堆積物の発酵全期間）
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図5－6　堆肥化過程における通気量とメタン発生量の関係

　　（1m3の豚ふん堆積物の発酵全期問）

範囲では変わることなく観測され，また戻し堆肥の添加

によってもほとんど変わることはなかった。

3）堆肥化過程からのアンモニア，メタンおよび亜酸化

　窒素の発生量

　堆肥化過程からの各環境負荷ガス発生量と通気量お

よび戻し堆肥の影響を評価するために，堆肥化に用いた

充填混合物1m3あたりに換算してガス発生量と通気量

との相関図を作成した（図5－5，図5－6，図5－7）。

a）アンモニアの発生量に関わる通気量と戻し堆肥の影

　響

　図5－5に示すように，堆肥化過程において揮散するア

ンモニアの発生量と通気量の関係は相関が高かった。特

に通気量20～80Lm 3min－1のあいだでは，通気量とアン

モニア発生量のあいだに一次回帰的な関係が見られた。

すなわち，

アンモニァ揮散量（gm｝3）＝

　　0．313＊通気量（Lm－3min一工）十17．44

　　　　　　　　　　　　　　（！r2＝0．82ク

　アンモニアの発生は有機物の好気的分解の結果であ

り，発酵が良好であれば揮散も大きくなるといわれる。

ここでもアンモニア揮散は堆肥の品温上昇との相関が高

く，この高温条件とアンモニア生成による充填物のpH

上昇が，結果としてアンモニアの揮散を促進しているも

のと考えられる。

　しかし，通気量が100Lm－3min－1近い設定の場合はア

ンモニア発生量は，80Lm－3min－1に比して減少した。こ

れは発酵にとって通気が過剰であり，乾燥が進み，分解

に関わる微生物自体の活性が落ちたためと考えられる。

これを裏付けるように100Lm『3min－1の堆肥化では，堆

肥化進行のために3週目の切り返し後に1Lの加水を行

う必要があった。

　戻し堆肥の添加はアンモニァの発生量には目立った影

響が見られないが，初期のアンモニア揮散を増加させる

傾向が見られた。これは，戻し堆肥が発酵を速やかに開

始させ，初期の温度上昇が急であったためと考えられる。

　本試験結果からアンモニアの堆肥化過程からの発生量

は，VS108、1kg，TN4000gを含有する1m3の豚ふん堆

積物あたり400g　NH3－N～970g　NH象N程度の範囲にある

と考えられ，充填物中の窒素あたりでは10～25％にあた

る。また本装置で切り返しの際には，この計算値では評

価されないアンモニア等の揮散が起きている。この切り

返し時の揮散は，切り返し前後の固形分の窒素含有量の

差異から算定できない程度の少量，すなわち分析誤差程

度かそれ以下であるため，最大総窒素含有量の2～3％

以下と推定される。
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b）メタンの発生量に関わる通気量と戻し堆肥の影響

　図5－6にメタン発生量と通気量の関係を示した。メタ

ンの発生量は通気量が19．3Lm 3min－1の場合に非常に高

かった（図5－6）。これは1m3の充填物あたりでの換算

に寄れば385gものメタン（CH4）が堆肥化過程で発生す

ることになり，有機物あたりで0．35％という高率である。

この様な低い通気条件下では空気の行き届かない部位が

生じ，ここからのメタンが発生したと考えられる。通気

量19．3Lm一3min－1の条件下では，堆肥化に伴う温度変化

については通気量38．5Lm－3min－1の場合（図5－1a）と

ほぼ同様であるが，メタン発生の顕著な時期には排気中

の酸素分圧が5％以下に落ちる事が観測され，嫌気的条

件が生じたことが示唆された。

　実際の堆肥化施設の多くではふん尿混合物が水分調整

後堆積されるのみで，強制的な通気は行われていない。

このような条件でメタン発生は主に堆積物の空気が行き

届かない部分（hot－spot）で起きる事が報告され，有機

物あたり1．3％ものメタン発生がHustedにより観測され

ている13）。通気量が38。5Lm－3min皿1の場合ではメタン発

生量は減少し，30～40g程度，有機物あたり0．03％であ

った。嫌気的条件（部分的にせよ）が必要とされるメタ

ン生成は通気量を上げることによって抑制可能と考えら

れた。

　しかし，57．6Lm－3min 1
，

76，9Lm－3min一1と通気量を

増加させてもメタンの発生総量は顕著に低下しなかった

（図5－6）。これは堆肥化初日のメタン発生を十分抑制で

きないためであり（図5－4），この発生は新鮮豚ふん中

にすでに生成されていたものが堆肥化開始の通気によっ

て追い出されてきたものと推察され不可避のものと考え

られる。また，完熟堆肥の添加は堆肥化初期に若干の反

応促進効果がありメタンの発生に抑制的に働く事が19．3

1m－3min皿1の通気条件では観察されたが，顕著なものと

は言い難い。

　本試験結果からメタンの堆肥化過程からの発生量は，

1m3の豚ふん堆積物あたり0．6gCH4～385gCH4程度の範

囲にあると考えられ，充填物中の有機物（VS）あたり

では0．0006％～0．35％にあたる。

c）亜酸化窒素の発生量に関わる通気量と戻し堆肥の影

　響

　図5－7に亜酸化窒素発生量と通気量との関係を示し

た。亜酸化窒素は窒素化合物の硝化と脱窒の両方の過程

から副生成物として発生する。酸素が不足した条件下で

の硝化反応や，分子状の酸素が存在する不十分な還元条

件下での脱窒の際など，主反応が進みにくい環境下で多

く発生することが知られている56）。図5－7に示すよう

に，通気量が19．3Lm－3min－1の場合が最も亜酸化窒素発

生が高く，通気量の増大に従って発生量は減少している。
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図5－7　堆肥化過程における通気量と亜酸化窒素発生量の

　　　関係
　　　（1m・の豚ふん堆積物の発酵全期問）
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通気量19．3Lm3min－1と57．6Lm－3min 1を比較すると

57．6Lm 3min－1の場合では亜酸化窒素の発生量は

19．3Lm－3min－1のそれの1／5～1／20と低く抑えられて

いた。このように亜酸化窒素の発生も，メタン同様，通

気量を上げることによって，部分的にせよ嫌気的条件を

つくらないようにして，不十分な還元状態の脱窒を抑制

し，硝化反応を十分進行させることにより低減が可能と

考えられた。

　また，亜酸化窒素については，戻し堆肥の添加によっ

て発生の増大が見られた。図5－7に示すように，明らか

に戻し堆肥を添加した試験区で，特に通気量が低い設定

の試験区ほど亜酸化窒素発生量が高かった。これは，戻

し堆肥の中に含まれる，脱窒の対象となる酸化態の窒素

（硝酸と亜硝酸）が原因ではないかと思われる。新鮮豚

ぷん中にはほとんど酸化態の窒素は観察されないため，

戻し堆肥を加えない対照区では，同じ19．3Lm－3min 1の

少ない通気条件でも亜酸化窒素の発生量は格段に小さい

（図5－7）。

　図5－8は，今回の試験における充填物中酸化態窒素量

（N　mg　m－30f　mbくture）と発生した亜酸化窒素（N20－N，

N　mg　m－30f　mixture）との関係を図示したものである。

充填物中の酸化態窒素の増加に伴い，亜酸化窒素発生量

が増大する傾向が明らかである。このことは，強制通気

型の堆肥化における堆肥化初期の脱窒からの発生が亜酸

化窒素発生の主な原因と推測される。

　本試験結果から亜酸化窒素の堆肥化過程からの発生量

は，1m3の豚ふん堆積物あたり1．9gN20－N～19．2gN20－

N程度の範囲にあると考えられ，充填物中の窒素あたり

では0．05％～0．48％にあたる。しかし，亜酸化窒素の発

生量は堆肥化処理に関わる総窒素量よりも酸化態窒素含

有量に依存する（図5－8）ことが明らかであり，この点

は今後想定される亜酸化窒素の発生原単位の算定や抑制

対策を効果的に行うためには注意すべきことと考える。

4）まとめ

　堆肥化過程において測定されたアンモニア，メタンお

よび亜酸化窒素揮散の一般的な消長を見ると，堆肥化初

期の約10日間に極めて多量のアンモニア揮散が見られ

る。しかしこの発生のピークは堆積後約24時問後であり，

その後減少するが，次回の切り返し後24時間にも再度増

大して急速に減少した。メタンと亜酸化窒素についても，

堆肥化開始後7～10日間における発生が高い。

　堆肥化終了時までの各気体揮散総量の80～90％が堆肥

化初期の10日間に揮散していることは共通するが，発生

が堆肥化開始日に集中するメタン，堆肥化開始日の発生

が最大であるが，その後も発生が継続する亜酸化窒素，

また，堆肥化開始から10日間は同レベルの高い発生が継

続し，その後は発生が急速に減少するアンモニアと発生

する物質によって特徴を示していた。各気体で見られる

この特徴は今回の通気量の範囲では変わることなく観測

され，また戻し堆肥の添加によってもほとんど変わるこ

とはなかった。

　堆肥化過程において発生するアンモニア，メタンおよ

び亜酸化窒素揮散総量と通気量との関係はどの気体につ

いても相関が高かった。通気量が19．3Lm－3min 1の場合

が最も亜酸化窒素発生が高く，通気量の増大に従って発

生量は減少している。通気量19，3Lm－3min 1と57．6Lm－3

min 1を比較すると57．6Lm－3min－1の場合では亜酸化窒

素の発生量は19，3Lm－3min－1のそれの1／5～1／20と低

く抑えられていた。部分的にせよ嫌気的条件が必要とさ

れるメタンと亜酸化窒素の発生は，通気量を上げること

によって抑制可能と考えられた。しかしアンモニアの場

合，通気量を上げることによって揮散総量が増大した。

当初の堆積物中の窒素含有量（約4000g・m－3）の10～

20％に当たる窒素が堆肥化過程でアンモニアとして揮散

した。

　また，完熟堆肥の添加は堆肥化初期に若干の反応促進

効果がありメタンの発生に抑制的に働く事が低い通気

量条件下の実験で観察されたが，アンモニアの発生には

影響なく，亜酸化窒素については，逆に発生の増大が見

られた。これは完熟堆肥中に含有されるNOxのためと思

われる。

第6章　豚舎，汚水処理，堆肥化処理からの

　　　環境負荷ガス放出原単位と放出抑制

　今回の試験結果から，豚1頭の生産のために，副次的

に生産されるアンモニア，亜酸化窒素およびメタンの総

量を試算した。算出は以下の3つの発生量を加算して求

めることができる。

1）豚舎からの発生

　豚1頭が8週間の肥育全期間中に発生する各気体の発

生総量（第3章　豚舎からの環境負荷ガスの発生）

2）汚水浄化処理からの発生

　肥育期間中に豚1頭から排出されたふん尿のうち，液

状部分を浄化処理したときに発生する各気体発生総量

（第4章　汚水処理過程からの環境負荷ガスの発生）

3）堆肥化処理からの発生

　肥育期間中に豚1頭から排出されたふん尿のうち，固
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形部分を堆肥化したときに発生する各気体発生総量（第

5章　堆肥化過程からの環境負荷ガスの発生）

　1）の豚舎からの発生については，肥育豚40頭からの

発生量が測定されている（第3章）ため，ここから単純

にわり算で算出することが可能である。なお，肥育豚と

しての飼養にはいる以前の誕生から20kg程度までの肥

育期間については，ふん尿排泄量も小さいため本論文で

は考慮しなかった。また，20kg以前の子豚からの発生

を算定する場合，飼養形態も肥育豚とは異なるため，繁

殖豚の飼養からの揮散として計上する事が適当と考えて

いる。

　2）汚水浄化処理からの発生と3）堆肥化処理からの

発生については，肥育期間中に豚1頭から排出されたふ

ん尿の総量が必要である。また，そのふん尿総量を固液

分離した後のそれぞれの質量と性状が必要である。つま

り分離後の液分を汚水処理に，固分を堆肥化に配分して

処理を行ったと仮定して，各章で得られた発生係数をか

けていくことで算出される。

　肥育試験の結果（表3－1）から，試験期間中の飼料摂

取は1頭あたり約120kgであり，飼料中の窒素含有率

（3。03DM％）との積で肥育豚1頭当たりの窒素給与量は

約3．7kgと算出される。さらに試験期間中の肥育豚1頭

当たりの排出されたふん尿混合物量は約300Lと算定さ

れ，スラリー乾物含有率と乾物当たり窒素含有量から試

験期間中のスラリーとしての総窒素排出量は約2．07kg

（ふん由来1．06kg，尿由来1．01kg）と試算された。

　また，この豚舎から発生したふん尿を固液分離した場

合，固形分中には1．34kg，液状物中には0。73kgの窒素が

移行するものと推定した。この分離比は，羽賀らの調査

資料10・55）の一般的な固液分離に関するデータに基づく。

ここで分離された固形分を堆肥化，尿汚水は活性汚泥処

理した場合に放出される各種環境負荷ガスの揮散総量

を，本試験の堆肥化（第5章），および汚水処理（第4

章）における各環境負荷ガス放出結果を元に，アンモニ

アと亜酸化窒素については投入される窒素当たり，メタ

ンについては有機物あたりで換算して算定した。結果を

図6－1に示す。

1）豚舎からの放出原単位

　強制換気システムを備えた飼養試験室で温風機と換気

量の調整によって16～17度の室温に保ち，肥育豚の

30kgから90kg程度までの8週間全肥育期間についてア

ンモニア，メタンおよび亜酸化窒素の発生量を検討した

（第3章）。物質揮散量の算定に必要なデータ，すなわち

吸気と排気の各物質濃度と換気量については，できうる

限り連続的にデータを採取した。1週あたり100時問以

上（168時間中）で全期問8週間のうち70％の時間の測

定値を得ることができた。データは時刻（0時～24時）

や時期（1～8週目）による偏りが起きないよう，日中，

夜半に限らず収集された。後述の時刻毎のデータ集計の

結果では，収集データの収集時刻と収集された時期（飼

育経過週日）との間の相関値はr2＝0．003と極めて低く，

互いに独立していると考えられた。今回の試験では連続

測定を行うことで，環境負荷ガスの発生には最大4倍の

期問変動および最大3倍の日間変動があることが判っ

た。これは肥育期間中の数日あるいは数時間という，比

較的短期間の測定値を基にしたこれまでの成果からの試

算には問題があることを明確に示している。本試験の結

果より，少なくとも，畜舎内での同様の発生を試算・推

定するためには，肥育ステージおよび日間変動を考慮し

た数日単位の昼夜測定が必要と思われる。

　今回の試験結果から，アンモニア（NH3－N），亜酸化

窒素（N20－N）およびメタン（CH4）が豚1頭の肥育全

期間中（8週問）に発生する量は，それぞれ149，5．8お

よび302g／頭（貯留区）であり，ふん尿の搬出を毎週行

うことで，138，5．4および268g／頭（搬出区）に，僅か

ながら削減できることが判った。家畜生産に伴って畜舎

で発生する環境負荷ガスについては，アンモニア以外の

物質の放出に関してはデータが極めて少ない。

　アンモニアの畜舎での揮散総量（kg）は，一般に，

飼養した家畜の生体重（Liveweight，kg）500kgあたり，

1年間（year）に換算して算出されたデータが多い。

Hartung　and　Phillips．の総説11）や01denburg28）がこれま

で測定してきたアンモニアの発生量によれば，今回と同

様の，一般的な豚舎形態からの発生算定値は非常に広い

レンジ（10．5～39．4kgLU　1year1）にばらついている。

本試験の結果を，この単位系に換算すると11．8kgLU 1

year－1となり，これまでに報告された上記のアンモニア

発生量の中では低めに位置する。

　これまでの発生算定値がばらついている主な原因は，

今回の試験で見られた環境負荷ガス発生の最大4倍の期

間変動および最大3倍の日間変動によるものと考えられ

る。また，多くの研究者は昼の時間帯に測定時間を設け

る。今回の試験で見られた環境負荷ガス放出が，昼に高

く夜に低い傾向は，推定値が高めにでてくることをよく

説明している。この点で，今回の試験結果は比較的信愚

性が高いものと考える。

　しかし，低めのアンモニア発生量の原因は，温度管理
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図6－1豚の飼養系から発生する環境負荷ガス

　　　（1頭の肥育豚を飼育する全期間から発生するアン

　　　モニア，メタン及び亜酸化窒素）

を行ったとはいえ，2－5℃に外気温の低下する冬の飼養

試験であることが要因の一つとも考えられる。さらに，

この環境負荷ガスの発生には畜舎の形態，特にふん尿貯

留に関連した床構造，飼育期間の温度条件や飼育条件も

当然影響する。

　環境問題への意識の高まりや動物福祉への配慮から，

農業系，特に畜産系からの環境負荷ガスの発生にも抑制

が求められるようになって来つつあるが，信頼性の高い

発生源単位の算定のためには，さらにこのような試験を

重ねる必要がある。

2）汚水処理からの放出原単位

　回分式活性汚泥装置を用いて汚水処理試験をおこな

い，固液分離後の豚舎汚水の浄化処理過程から発生する

環境負荷ガスを検討した（第4章）。汚水処理試験は，

通常の畜産農家で行われている回分式活性汚泥処理の条

件に準じて行われた。1日，24時間を1処理サイクルと

してBOD容積負荷0．5kgm－3day－1とし，入気中（外気），

処理槽上部の空間から採取した排気中の各環境負荷ガス

濃度を約5分毎に測定，該当環境負荷ガス濃度差に，時

間当たり通気量を乗じて発生総量を算定した。汚水処理

過程から発生する環境負荷ガスについては，アンモニア

およびメタンに関しては，全ての試験区で放出は極めて

低く，検出限界に近いものであった。

　アンモニアの発生量は極めて微量であり，最大1

mg・m－3程度の発生濃度に止まる。メタンについても，

発生量は投入汚水中の全有機体炭素（TOC950mgL－1）

の0．2～0．05％に止まる。十分な曝気処理が行われる活性

汚泥処理では，酸化的条件下で強く活性が阻害されるメ

タン生成菌の生育は限定的で，したがって生成されるメ

タンもきわめて少ないと思われる。この結果から，有効

な汚水浄化処理が行われる限り，浄化処理過程からのア

ンモニァとメタンの発生は少ないと言える。今回の試験

結果から，TOC950g，T、N207gを含む豚ふん尿汚水

1m3の浄化処理から発生するアンモニアは検出限界（1

mg・m
3）以下，メタンは0．5～2．OgCH4と試算された。

　しかし，亜酸化窒素の放出が全ての試験区から確認さ

れ，20℃で従来の連続曝気条件では，汚水中全窒素量の

約5％が亜酸化窒素として放出されており，その発生は

200mg・m－3を越える値も観測された。この結果，T・N

207gを含む豚ふん尿汚水1m3の浄化処理から発生する

亜酸化窒素は3．0～10．6gN20（連続曝気）と試算された。

この発生比率（処理全窒素量に対する亜酸化窒素発生量

の比率）を元に，豚ふん尿汚水浄化処理からの放出推定

値として，10．5g～37．5gN20－N／頭の亜酸化窒素発生が試

算された（図6－1）。汚水浄化処理からの亜酸化窒素放

出総量に関して直接比較できる適当な試験結果はない

が，ふん尿混合状態（スラリー）の排泄物で曝気処理試

験が英国でもなされ，やはり投入窒素の11％にも及ぶ

N20の放出を問題視した報告がなされている・）。家畜尿

汚水は窒素濃度が極端に高く，処理水は硝酸濃度が高く

なる。この条件下では脱窒に必要な水素供与体（有機物）

が比較的不足することが亜酸化窒素の発生要因のひとつ

と考えられる。この様な物質の人為的発生がその反応に

関連する窒素量の数％に及び，また年間に扱われる窒素

量は全世界で101Tg22）という膨大さから勘案すると地球

環境に対する長期的影響への懸念も当然であろう14）。こ

れまで亜酸化窒素の発生条件等の基礎的な研究はなされ

てきている56）が，発生実体を把握する試みは，開始さ

れたばかりである。畜舎汚水と同様に窒素濃度の高い尿

尿処理の現場での亜酸化窒素発生に関し，高濃度の亜酸

化窒素の発生値を示し，新たな環境問題として提起する

報告も見られる52）。

　本試験では，T－N207gを含む豚ふん尿汚水1m3の浄

化処理から発生する亜酸化窒素は，問欠曝気を採用する

ことで従来法の1／50～1／100である0，06～0．07gN20－N

に減少できることが判ったが，これが十分な制御レベル

にあるかは不明である。汚水を浄化して水質汚濁を防止

する代償として亜酸化窒素が発生する事実は，畜産汚水



長田；豚のふん尿処理に伴う環境負荷ガスの発生 47

処理に止まらず，汚水浄化処理のあり方の再検討を追る

問題となる可能性がある。

　本試験の結果から，豚ふん尿汚水浄化処理からの放出

推定値として，アンモニアについては検出限界以下，メ

タンについては1．8～7。4gCH4／頭，亜酸化窒素について

は10．5g～37。5gN20－N／頭と試算された（図6－1）。

3）堆肥化過程からの放出原単位

　本試験結果からアンモニアの堆肥化過程からの発生量

は，VS108．1kg，TN4000gを含有する1m3の豚ふん堆

積物あたり400gNH争N～970gNH｝N程度の範囲にあると

考えられ，堆肥化初発の堆積物中窒素量の約10～20％が

アンモニアとして堆肥化期間中に揮散することが示され

た。この発生割合は，Petersenら37）やSommerら46）が10

～20m3という比較的規模の大きい家畜ふんの堆肥化を

行って得た結果の15～30％と近似している。また，すべ

ての環境負荷ガス発生が堆肥化の初期に集中し，全発生

の9割以上が堆肥化初期の10日間で起こる事もわかっ

た。

　メタンの堆肥化過程からの発生量は，VS108．1kg，

TN4000gを含有する1m・の豚ふん堆積物あたり

0．6gCH4～385gCH4程度の範囲にあると考えられ，充填

物中の有機物（VS）あたりでは0．0006％～0．35％にあた

る。亜酸化窒素については1。9gN20－N～19。2gN20－N程度

の範囲にあると考えられ，充填物中の窒素あたりでは

0，05％～0．48％にあたる。堆肥化過程についての文献で

アンモニア以外の発生量を定量的に捉えた報告事例は少

なく，比較できる文献がない。今回の試験結果からも，

量的に見れば，通常の堆肥化処理において問題視される

のはアンモニアであり，メタンと亜酸化窒素については

好気的な発酵条件である限りにおいては，堆肥化処理が

大きな発生源にはならないと考えられた。

　堆肥化過程において発生するアンモニア，メタンおよ

び亜酸化窒素揮散総量と通気量の関係はどの気体につい

ても相関が高かった。通気量が比較的小さい19．3Lm－3

min－1の場合が最も亜酸化窒素発生が高く，通気量の増

大に従って発生量は減少している。通気量19．3Lm 3

min－1と57．6Lm一3min－1を比較すると，57．6Lm一3min－1

の場合では亜酸化窒素の発生量は19．3Lm－3m茎n－1のそれ

の1／5～1／20と低く抑えられていた。部分的にせよ嫌

気的条件が必要とされるメタンと亜酸化窒素の発生は，

通気量を上げることによって抑制可能と考えられた。し

かしアンモニアの場合，通気量を上げることによって揮

散総量が増大した。

　また，完熟堆肥の添加は堆肥化初期に若干の反応促進

効果があり，メタンの発生には抑制的に働く事が低い通

気量条件下の実験で観察されたが，アンモニアの発生に

は影響なく，亜酸化窒素については，逆に発生の増大が

見られた。これは完熟堆肥中に含有されるNOxのためと

思われる。

　この試験結果から堆肥化過程からの発生はアンモニア

が133～325gNH3－N／頭，メタンが0．2～129gCH4／頭およ

び亜酸化窒素が0．7～6．4gN20－N／頭と試算された。

4）各過程からの環境負荷ガス放出抑制

　アンモニァ，亜酸化窒素およびメタンが豚1頭の8

週間にわたる肥育全期間中に豚舎から発生する量は，ふ

ん尿の搬出を毎週行うことでわずかながら減少させるこ

とができる事が判った。しかし，その効果は数％の削減

にすぎず，ふん尿の迅速な搬出効果がさほどではなかっ

た。これは今回貯留されたスラリーの温度が約16℃と低

めだったため，全ての微生物活動が抑制されていた事や，

貯留スラリーが比較的低めのpHで推移（pH6．8～7．0）し

た事が要因とも考えられる。また，今回の試験は環境温

度が制御可能な畜舎の結果ではあるが，導入外気温が2

～5℃の冬季のデータであり，同様な試験を夏期にも行

って比較してみる必要がある。

　これらの発生量は飼養条件，すなわち給餌方法，餌の

質や畜舎構造などにより大きく変化する可能性があるた

め，飼養形態の検討によって大きく削減できる可能性が

ある。

　汚水処理で問題視される亜酸化窒素の放出は，間欠曝

気法に変更することで従来法の約1／50～1／100に削減

が可能であった。間欠曝気法は従来法と同様にアンモニ

ア，メタンの放出量は低く押さえられ，汚水浄化処理効

果も高いため，従来法の代替技術として現場に導入され

ていく可能性が高い。間欠曝気法による処理では硝酸の

生成と脱窒がバランスよく進行することで，浄化効率が

高いだけでなく，亜酸化窒素発生も抑制されていると考

えられる。

　しかし，間欠曝気処理において従来の1／100まで亜酸

化窒素放出が低減できても，いまだ投入窒素の0．04％を

亜酸化窒素で放出してしまう。亜酸化窒素の高い温暖化

効果を考慮すると，こういった処理がいつまでも容認さ

れる保証がないため，さらなる削減策にもとりくむ必要

があるだろう。たとえば亜酸化窒素を発生しにくい硝

化・脱窒菌の選抜や分子育種などは，これまでの遺伝子

工学的手法によって可能となっていくだろう。また畜産
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業が農業である以上，その終末処理に汚水浄化というふ

ん尿資源を多大なエネルギーの投入によって栄養塩類を

除去する技術自体を採用しない方法を模索する必要もあ

るだろう。

　堆肥化処理では，まず，アンモニアの発生抑制が資源

循環の側面でも求められる。適正な通気条件を設定する

ことで，堆肥化の速やかな進行を妨げることなくある程

度のアンモニアの発生抑制が可能である。しかし，それ

でも投入窒素の10％以上がアンモニアとして揮散してし

まう。堆肥化は好気性微生物による有機物の酸化的分解

が主な反応である。その過程で有機体窒素がアンモニア

ヘと分解され，それ自体がもたらす堆積物pHの上昇と

堆肥化による堆積物の品温上昇によって，アンモニアの

発生は促進される。有機性窒素化合物の分解によって生

じたアンモニアを堆肥化条件のなかで資化する（再有機

化）微生物の検索や，発生したアンモニアをトラップす

る効果的な手法の開発が急務である。

　また，亜酸化窒素については，完熟堆肥中の硝酸態窒

素がその主な発生原因であるため，戻し堆肥と呼ばれる

堆肥化技術の見直しを行う必要があるだろう。メタンに

関しては，適正な通気が行われる限りにおいて，堆肥化

過程からの揮散が問題視されることはないと思われる。

　以上の結果から各環境負荷ガスの主な発生源となって

いるのは，アンモニアについては畜舎と堆肥化処理，メ

タンについては畜舎と一部の堆肥化処理，亜酸化窒素に

ついては汚水処理と結論された。

第7章　総合討論

　環境負荷ガス（アンモニア，メタン，亜酸化窒素等）

の発生が，広域の環境に負荷となる事が懸念され，その

実態解明が緊急課題となっている14）。

　筆者らは豚1頭が生産される問に発生する各環境負荷

ガス総量を算出することを試みた。発生が起こると思わ

れるプロセスを豚舎飼養，汚水浄化処理および堆肥化処

理の3つに分けて検討した。

1）単位質量の豚舎汚水からの環境負荷ガス発生原単位

　を推定するため，主要な処理方式である汚水処理過程

　からの発生について実験室レベルの試験装置で検討し

　た。

　その結果，TOC950g，T－N207gを含む豚ふん尿汚水

1m3の浄化処理から発生するアンモニアは検出限界

（1mg　m一3）以下，メタンはO。5～2．OgCH4，亜酸化窒素

は3．0～10．6gN20－N（連続曝気）と試算された。また間

欠曝気に変更することで，浄化処理から発生する亜酸化

　　Feed

3．63－3．75kg－N

賢

25kgweight

　〆

r誘二昌盈驚，
　　CH4　　　270－438g

　　愚
　　　Swine
　　　㈱

90kg　weight

Total　emissions　during　a　swine　breeding　and　its　waste　treatment

図7－1豚1頭の肥育過程から発生する環境負荷ガス

窒素は0．06～0．07gN20－Nに減少できることが確認され

た。この発生比率を元に豚ふん尿汚水浄化処理からの放

出推定値として，アンモニアについては検出限界以下，

メタンについては1．8～7．4gCH4／頭，亜酸化窒素につい

ては10．5～37．5gN2（〉N／頭の発生が試算された（図6－1）・

2）単位質量のふんからの環境負荷ガス発生原単位を推

　定するため，主要な処理方式である堆肥化過程からの

　発生について実験室レベルの試験装置で検討した。

　その結果，VS108．1kg，TN4000gを含有豚ふん堆積物

1m3の堆肥化処理から発生するアンモニア発生量は

400g～970gNH3N，メタンは0．6g～385gCH4，亜酸化窒

素については1．9g～19．2gN20－Nの範囲にあると考えられ

た。また，すべての環境負荷ガス発生が堆肥化の初期に

集中し，全発生の9割以上が堆肥化初期の10日間で起こ

る事もわかった。量的に見れば，発生で最も問題視され

るのアンモニアであり，メタンと亜酸化窒素については

好気的な発酵条件，すなわち通気量を十分に行うことで

発生を大きく削減できると考えられた。この発生比率を

元に堆肥化過程からの放出推定値として，発生はアンモ

ニアが133～325gNH3N／頭，メタンが0．2～129gCH4／頭

および亜酸化窒素が0．7～6．4gN20－N／頭と試算された

（図6－1）。

3）家畜飼養系からの肥育全期間の放出量について検討

　した。

　上記の汚水処理および堆肥化からの各環境負荷ガス発

生量に，豚の飼養試験で得られた豚舎からの発生量，ア

ンモ土ア（NH3－N），亜酸化窒素（N20－N）およびメタ

ン（CH4）が豚1頭の肥育全期間中（8週間）に発生す

る量，それぞれ149，5．8および302g／頭を合計すると図
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7－1のようになる。すなわち，アンモニア（NH3－N）

271～474g／頭，亜酸化窒素（N20－N）16。5～49．7g／頭，

およびメタン（CH4）270～438g／頭，である。

　アンモニアは，酸性雨の原因物質として欧州を中心に

問題視されており，できうる限りの揮散防止策を取る必

要がある。本試験の結果から，その発生は肥育期間中の

豚舎からの放出量（149gNH3－N／頭）と，ふんを主体と

した固形分の堆肥化過程からの放出量（133～325gNH3－

N／頭）は，同程度である事が判った（図6－1）。畜舎で

の発生は長期間に及ぶため，発生が始まる以前の段階で

ふん尿を分離して無機化が進行しにくいようにしたり，

pHを下げてアンモニア発生を減少させるなどのふん尿

管理が必要である。堆肥化では処理自体に影響しないよ

う，発生したアンモニアを物理的に捕集することが現実

的と考えられる。

　メタン発生については畜舎での発生が大半であり，畜

体自体からの発生が大きく，発生量の抑制には飼料の効

率化が有効と考えられる。また，ふんを好気的条件で堆

積し，堆肥化を行うこともメタンの発生管理には不可欠

である。

　また，亜酸化窒素については，大半が汚水処理からの

発生であるため，制御技術の一つとしての間欠曝気法の

実処理施設への適用が急がれる。

　各種産業活動の地球温暖化に与える影響を評価するた

め，温暖化に影響する環境負荷ガス（ここではメタンと

亜酸化窒素）は最も発生量の多い二酸化炭素（CO2）の

温暖化影響力に換算されて比較されている。GWP（地

球温暖化能力）という概念14）では，CH4はCO2の26倍，

N20は270倍の影響力が見積もられている。

　今回得られた豚1頭の肥育からのCO2発生量は8．65

kg程度であり，このうち肥育試験期間中のCO2発生量

5．6kgは実測，汚水浄化（0．8kg）および堆肥化（2，25kg）

からの発生量は推定値である。これに対し，豚1頭の肥

育からの総メタン発生量は，GWPに換算するとCO27．0

～11．4kgにあたる。すなわち発生メタンの温室効果は，

同過程で発生した二酸化炭素に匹敵する。また，亜酸化

窒素はGWPで換算すると，CO27．1～21．1kgと算出され，

実際に排出されたCO2の0．8～2．4倍もの温暖化効果が危

惧される。養豚業からは，温暖化という物差しで測った

場合，二酸化炭素よりも，おおむね2倍から3，5倍の大

きい影響力を持つメタン，亜酸化窒素が発生するという

ことである。

　今回の試験結果のうち豚舎からの排出量は，デンマー

クでの飼養試験を元に行われた。デンマークにおいては

　　　　　蝕d　　〆

25kgweig肚t 110kg　weight

Total　emissions　during　a　swine　breeding　and　its　waste　treatment（Case　of　Japan）

図7－2豚1頭の肥育過程から発生する環境負荷ガス

　　　　　　（日本の飼養条件）

肥育豚の飼養はおおむね体重90kgまでであり，肥育期

問中の日増体量はLOkg／日程度であり，肥育期問も約56

日間である。本試験の飼養もこの条件に沿って行われ，

日増体量は約1．Okg／日という良好な肥育が行われた（表

3－1）。本論においては，日本でもSPF豚の増加により日

増体量1．Okg／日に近づくことで飼育期間が短くなりつつ

ある現状から，デンマークでの試験結果をそのまま飼育

期間の負荷とした。

　しかし現状の日本では肥育豚は110kgまで肥育する事

が慣例であり，日増体量もやや低いために肥育期間はデ

ンマークより長い傾向にある。このことから，日本の現

状での肥育豚からの環境負荷ガス発生を量的に論じるに

は，日本の飼養環境にあわせて換算をする必要がある。

　本試験の結果を日本の飼養環境下の肥育豚の発生量に

換算する際（図7－2），以下の2つの条件を仮定して算

出した。

　1）肥育期問中の畜舎での環境負荷ガスの発生量は，

肥育期問中の発生量の変動が日本の飼養環境下でも同様

に起きるものの，肥育期間中の日平均発生量は変わらな

いものとした。換算は，日本飼養標準のデータから肥育

期間96日（本論では56日）を定め，本論の畜舎からの各

環境負荷ガスの日平均発生量と肥育期問の積として算出

した。

　2）堆肥化と汚水処理からの環境負荷ガス発生につい

ては，ふん尿単位重量あたりの発生ガスは変わらないも

のとして算出した。上記と同様，日本飼養標準のデータ

から肥育期間96日（本論では56日）に対する飼料摂取量

を240kg（同126kg）と定め，ここから排出されるふん

尿量を算定した。

　このふん尿量に，本試験で得られた堆肥化および汚水

処理からの単位ふん尿処理における各環境負荷ガスの発

生係数を掛け合わせて求めた。

　以上の結果，図7－2のように環境負荷ガス量が算出さ
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れた。

　日本では，平成10年度畜産統計によれば約1000万頭の

豚が飼養されている。今回得られた結果を係数として適

用すると，この算定から，日本の養豚業から年間25～60

万トンのCO2に相当する温暖化ガス発生が計上される。

この発生量は1990年における日本全体からの二酸化炭素

発生推定量112，500万トン（未確定値，原著では炭素換

算）14〉に比べると0．1％程度の値である。

　この中身として，

　2）日本の養豚業から年間0．46－0．78万トンのメタン

発生量が計上される。この発生量は1998年の環境庁が算

定した国内人為的メタン発生推定量136万トンに比べる

と，その約0．45％程度である。

　3）日本の養豚業から年間479～1470トンの亜酸化窒

素発生量が計上される。この発生量は1998年の環境庁が

算定した国内人為的亜酸化窒素発生推定量6．4万トンに

比べると，その約1．5％程度である。

　この値をどう評価するか現時点で難しい。しかし，豚

だけでなく，搾乳牛，肉牛及び鶏のふん尿処理からの温

室効果ガス発生も同様な発生源としての取り扱いが必要

である。日本が地球温暖化防止条約を締結，温暖化ガス

発生量を1990年レベルの6％削減を，2008年から2012年

の閲に達成する事を京都議定書で約束し，全産業活動で

の削減が求められている現状で無視できる数字ではな

い。

　本試験で得られた結果は極めて基礎的な知見にすぎ

ず，提案した算定値は多くの誤差を含んでいる。亜酸

化窒素については，温暖化効果だけでなく，成層圏オ

ゾン層の破壊にも関与している懸念も示唆されており，

発生量総量の詳細な把握も必要であろう。さらに畜舎

等における，臭気を含めた各種環境負荷ガスの揮散条

件の検討20）を進めると同時に，実際の処理現場での放

出実態解明を急いでいるところである。

第8章　要約

本論文について

　本論文は「豚のふん尿処理に伴う環境負荷ガスの発生」

と題し，畜産系から発生する環境負荷のうち，未知部分

の多い環境負荷ガス（アンモニァ，メタン，亜酸化窒素）

の発生について報告したものである。本論文では養豚経

営の固液分離型のふん尿処理を想定し，各種ガス発生が

顕著である畜舎内及びふん尿処理（汚水処理，堆肥化処

理）の各段階から発生する対象ガスの揮散量を把握する

とともに，その発生要因を解析し，抑制手法を検討した。

本論文は以下の7つの章で構成される。

　第1章，序論

　第2章，試験装置と実験方法

　第3章，豚舎からの環境負荷ガスの発生

　第4章，汚水処理過程からの環境負荷ガスの発生

　第5章，堆肥化過程からの環境負荷ガスの発生

　第6章，豚舎，汚水処理，堆肥化処理からの環境負荷

　　　　ガス放出原単位と放出抑制

　第7章，総合討論

　第8章，総括

各章の要旨

　第1章では本試験研究の背景および目的について論じ

る。

　現在，畜産経営においては家畜のふんや尿に起因する

土壌汚染，水質汚濁や悪臭公害を防止するため，家畜排

泄物の適切な処理・利用が模索されている。本来，家畜

排泄物は肥料として農業利用されることが望ましい資源

である。しかし化学肥料使用が主体となった現行の肥培

体系のなかでは質的にも使いにくく，量的にも膨大であ

るために，利用されずに投棄される事例も少なくない。

このため各畜産経営の飼養形態や畜舎構造等によって，

また，地域環境によってさまざまな家畜排泄物の処理技

術が導入されている。

　畜産経営において導入される処理技術は，家畜排泄物

を資源として利用するためのメタン発酵や堆肥化等技術

と，家畜排泄物中の環境負荷原因物質を対象から除去す

るための汚水浄化や悪臭除去等の浄化技術に大別でき

る。これらの技術は，それぞれ，目的生産物であるメタ

ンや堆肥等の生成物質の質や生産量によって，あるいは

汚濁物質や悪臭原因物質の除去効果で主に評価されてい

る。経済活動である畜産業では，さらに経済性を考慮し

て，導入される排泄物処理システムが決定される。

　昨今，人問活動の地球規模の気候変動に及ぼす影響が

科学的根拠をもって指摘されるようになり始め，人為的

に発生する物質の動態が国際的に議論の対象となってい

る。農業系からもアンモニアの揮散が酸性雨の原因とし

て以前より指摘を受け，オランダでは発生抑制に行政が

取り組みを始めている。これに加え，京都会議の議決を

受け，地球温暖化原因物質として，メタンと亜酸化窒素

の抑制への全産業的な取り組みが求められている。

　これらの環境負荷ガスは，畜産からも発生する可能性

があるが，こうした物質の発生量を定量的に測定した事

例は少なく，総合的に発生抑制を目指した研究事例はほ
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　試験はデンマーク農業研究所Bygholm試験地の前

述の実験畜舎で行われた。試験期間は1996年9月から

11月の8週間，肥育豚の標準的な飼養全期間を検討対

象とした。実験畜舎を温風機と換気回数によって16～

17度の室温に保ち，各室40頭の肥育豚を飼養してアン

モニア，メタンおよび亜酸化窒素の発生総量を測定し

た。畜舎内貯留槽のふん尿を飼養の全期間貯留したま

まの区（Reference，貯留区）と毎週搬出する区

（Experimenta1，搬出区）の比較を行い，ふん尿の貯留

方法の影響について検討した。

b）汚水浄化処理からのアンモニア，メタンおよび亜酸

化窒素の発生量測定試験

　　汚水処理試験は，通常の畜産農家で行われている回

分式活性汚泥処理の条件に準じて行われた。BOD容

積負荷0．5kgm㎜3day－1とし，HRT（水理学的滞留時

間）を3日に定め，水温5℃と10℃の条件で行った。

投入汚水は豚のふんに尿を混ぜた汚水を作成し，試験

に供した。一般に行われている通気管理（連続曝気）

のもとで，BOD約1500mgL－1，T－Nを約200mgL『1と

設定し，環境負荷ガス発生に及ぼす温度条件の影響を

表8－1分析手法一覧
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　検討した。また，我々の研究グループが以前報告29）

　した間欠式曝気を従来法と比較した。それぞれの方式

　における各環境負荷ガス発生を経時的に測定するとと

　もに，発生総量を算定した。

c）家畜ふん堆肥化処理からのアンモニア，メタンおよ

　び亜酸化窒素の発生量　測定試験

　　新鮮豚ふんに含水率が65％程度になるように2cm

　角のダンボール裁断片を混合，通気量を現実の堆肥化

　施設で行われている範囲（20～100Lm 3min－1）で変

　化させ，その影響について検討した。さらに，堆肥化

　を速やかに進行させるための既往技術である戻し堆肥

　を評価するため，完熟堆肥を豚ぷん重量の10％添加し

　各種環境負荷ガスの発生量の違いを検討した。また，

　堆肥化過程で堆積混合物の性状が不均一にならぬよう

　に，週に一回切り返しを行った。その際，堆積混合物

　を採取して堆肥化進行状況の把握を行った。

3）分析方法

　　3つの過程で発生するガスについて，ほぼ共通した

　分析手法を用いている。

　　a）通気量，換気量及び温度の測定

　　b）気体成分に関する測定

　　c）液状試料に関する測定

　　d）固形試料に関する分析

　　e）その他の測定

　分析法について以下の表8－1にまとめた。

第3章，豚舎からの環境負荷ガスの発生

　密閉された豚舎からの給気中と排気中のアンモニア，

メタンおよび亜酸化窒素の濃度（mg・m一3）と各試験

区の換気量（m3・h－1）の5分間の平均測定値から，各

気体の5分問の放出量を次式から算出した。

　放出量E（mg／5min）＝

　（排気中の濃度（mgm皿3）一給気中の濃度（mg　m－3））

　　　　　　　　　x5／60x換気量（m3hour－1）

　この放出量（E）を積算して1時間当たり放出量

（mg・h一1）を算出したところ，各環境負荷ガスの放出

量は飼育期間で変化（期問変動）し，また時刻によって

も周期的に変動（日間変動）していることが判った。

1）環境負荷ガスの期間変動

　全ての環境負荷ガスで，ふん尿貯留区に比べて1週問

に1度の搬出区の放出量は有意に低かった（アンモニァ，

亜酸化窒素はpく5％，メタンはpく1％）。アンモニア

の放出量は搬出区，貯留区ともに1週目（1．Og・pig 』

day－1）から3週目まで増加して35g・pig1・dar1に達

し，それ以降は一定値で推移した。メタンの放出量はア

ンモニア同様に3週目まで増加した（2．Og・pig一』

day－1から8．Og・pig－1・day 1）が4週目以降は減少に転

じた。亜酸化窒素の放出量は5週目までは低く　（0．1g・

pig－1・dar1），6週目に大幅に増加した。肥育期間の進

行と共に畜体が大きくなり，また排泄物量も増加するた

め，環境負荷ガスの発生量が増加するのは当然と言える。

しかし，その増加は，単に排泄物量の増加に比例するも

のではなかった。

　亜酸化窒素の発生量の増加が5週問目まで低かったの

は，発生の主体と想定される硝化に関わる微生物の増殖

が遅いため，時問的に遅れがあったものと考えられる。

二酸化炭素発生量増加が見られず，メタンの発生量が4

週目以降に低下したのは肥育豚の運動量の低下が要因に

はあげられるが，さらに検討が必要であろう。

2）環境負荷ガスの日間変動

　環境負荷ガスの発生は明らかな日間変動を示した。デ

ータは肥育期間の各週100時間以上の1時間当たり発生

量を時刻別に集計・積算し，各時刻の平均発生量を算出

した。集計データは測定の曜日，時期に関してほぼ均一

であり，時刻別の発生量とこれらの要因との相関係数は

ほとんどない（r2＝0．005）。

環境温度をほぽ一定（17℃）に調節した畜舎での試験

にも関わらず搬出区，貯留区ともにすべての環境負荷ガ

ス排出量が日中高く，夜問に低い傾向が明らかであった。

また，給餌が行われる10～11時頃から急上昇，排泄行動

時の13～14時に発生ピークがみられることから，家畜の

活動との関連が深いことが示唆された。

第4章，汚水処理過程からの環境負荷ガスの発生

　実際の活性汚泥処理と同様の処理条件下において，5，

20℃の両温度条件，連続，間欠曝気両曝気条件の全ての

試験区における処理水が畜産排水に対する当面の規制値

（BOD160mgL－1，Total　N140mgL－1）を下回る結果で

あった。しかし従来法と間欠曝気法を比較してみると，

間欠曝気法の処理効率は高く，窒素の除去率が5℃の条

件でも75％と好結果であった。間欠曝気法により窒素が

効率よく硝化・脱窒した事によると考えられた。

　汚水処理過程から発生する環境負荷ガスについては，

アンモニアおよびメタンに関しては，全ての試験区で放

出は極めて低く，検出限界に近いものであった。アンモ

ニア発生量は極めて微量であり，メタンについても，発

生量は投入汚水中の全有機体炭素（TOC950mgL1）の

0．2～0．05％に止まる。十分な曝気処理が行われる活性汚
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泥処理では，酸化的条件下で強く活性が阻害されるメタ

ン生成菌の生育は限定的で，したがって生成されるメタ

ンもきわめて少ないと思われる。この結果は，有効な汚

水浄化処理が行われる限り，浄化処理過程からのアンモ

ニアとメタンの発生は少ないと言える。

　しかし，亜酸化窒素の放出が全ての試験区から確認さ

れ，20℃で従来の連続曝気条件では，処理窒素の約5％

が亜酸化窒素として放出されており，その発生は200

mg・m一・を越える値も観測された。家畜尿汚水は窒素

濃度が極端に高く，処理水は硝酸濃度が高くなる。この

条件下では脱窒に必要な水素供与体（有機物）が比較的

不足することが亜酸化窒素の発生要因のひとつと考えら

れる。

　亜酸化窒素の発生は特に連続曝気区で汚水投入2時問

後の曝気時に顕著であった。連続曝気で水温が低い条件

（5℃）では，窒素処理効率自体も悪いこともあり，亜

酸化窒素の汚水1L処理あたり発生総量は4．7mgと低い

が，発生量の変動については20℃の場合と同様であった。

　間欠曝気区では，亜酸化窒素の発生総量は温度条件に

よらず汚水1L処理あたり0．1mg程度であり，投入汚水

中の総窒素の0．04％であった。この排出量は従来法と比

較すると，1／50～1／100であった。問欠曝気法による

処理では硝酸の生成と脱窒がバランスよく進行すること

で，浄化効率が高いだけでなく，亜酸化窒素発生も抑制

されていると考えられる。

第5章，堆肥化過程からの環境負荷ガスの発生

　堆肥化過程において測定されたアンモニア，メタンお

よび亜酸化窒素揮散の一般的な消長を見ると，堆肥化初

期の約10日間に極めて多量のアンモニア揮散が見られ

る。しかしこの発生のピークは堆積後約24時間後であり，

その後減少するが，次回の切り返し後24時問にも再度増

大して急速に減少した。メタンと亜酸化窒素についても，

堆肥化開始後7～10日間における発生が高い。

　堆肥化終了時までの各気体揮散総量の80～90％が堆肥

化初期の10日間に揮散していることは共通するが，1）

メタンの発生は堆肥化開始日に集中する，2）亜酸化窒

素は堆肥化開始日の発生が最大であるが，その後も発生

が継続する，また3）アンモニアは堆肥化開始から10日

間は同レベルの高い発生が継続し，その後は発生が急速

に減少する，と特徴的になっていた。各気体で見られる

この特徴は今回の通気量の範囲（19．3～96Lm『3min－1）

では変わることなく観測され，また戻し堆肥の添加によ

ってもほとんど変わることはなかった。

　堆肥化過程において発生するアンモニァ，メタンおよ

び亜酸化窒素揮散総量と通気量の関係はどの気体につい

ても相関が高かった。通気量が19，3Lm－3min－1の場合が

最も亜酸化窒素発生が高く，通気量の増大に従って発生

量は減少している。通気量19．3Lm－3min－1と57．6Lm 3

min－1を比較すると57．6Lm－3min 1の場合では亜酸化窒

素の発生量は19．3Lm－3min－1のそれの1／5～1／20と低

く抑えられていた。部分的にせよ嫌気的条件が必要とさ

れるメタンと亜酸化窒素の発生は，通気量を上げるこ

とによって抑制可能と考えられた。しかしアンモニアの

場合，通気量を上げることによって揮散総量が増大した。

当初の堆積物中の窒素含有量（約4000g・m一3）の10～

20％に当たる400～970gの窒素が堆肥化過程でアンモニ

アとして揮散した。

　また，完熟堆肥の添加は堆肥化初期に若干の反応促進

効果がありメタンの発生に抑制的に働く事が低い通気

量条件下で観察されたが，アンモニアの発生には影響な

く，亜酸化窒素については，逆に発生の増大が見られた。

これは完熟堆肥中に含有されるNOxのためと思われる。

第6章，豚舎，汚水処理，堆肥化処理からの環境負荷ガ

　　　ス放出原単位と放出抑制

　豚舎，汚水処理，堆肥化処理からの試験結果から，ア

ンモニァ，亜酸化窒素およびメタンが豚1頭の肥育全

期間中（8週間）に発生する量を試算した。すなわち，

肥育期間の畜舎からの発生，および8週間に発生する家

畜のふんと尿を分離し，固形分を堆肥化，尿汚水は活性
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図8－4　豚の飼養系からの環境負荷ガスの発生
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汚泥処理した場合に放出される各種環境負荷ガスの揮散

総量を，本試験の結果を元に算定した結果を図8－4に示

す。

　筆者らは豚1頭が生産される間に発生する各環境負荷

ガス総量を算出することを試みた。発生が起こると思わ

れるプロセスを豚舎飼養，汚水浄化処理および堆肥化処

理の3つに分けて検討した。

　1）強制換気システムを備えた飼養試験室で温風機と

換気量の調整によって16～17度の室温に保ち，肥育豚の

30kgから90kg程度までの8週間全肥育期間についてア

ンモニア，メタンおよび亜酸化窒素の発生量を検討した

（第3章）。試験結果から，アンモニァ（NH3），亜酸化

窒素（N20）およびメタン（CH4）が豚1頭の肥育全期

間中（8週間）に発生する量は，それぞれ181，9．1およ

び302g／頭（貯留区）であり，ふん尿の搬出を毎週行う

ことで，168，8。4および268g／頭（搬出区）に，僅かな

がら削減できることが判った。本論文では現行で多く行

われているふん尿管理法である貯留区の値を原単位とす

る。この排出量は，排出されたふん尿中の全窒素に対す

る比率で表すと，アンモニアは7．4％，亜酸化窒素は

0．29％にあたる。排出されたふん尿中の有機物（VS）対

するメタン排出量は0．24％になった。

　2）単位質量の豚舎汚水からの環境負荷ガス発生原単

位を推定するため，主要な処理方式である汚水処理過程

からの発生について実験室レベルの試験装置で検討し

た。その結果，TOC950g，TN207gを含む豚ふん尿汚水

1m3の浄化処理から発生するアンモニアは検出限界

（1mg・m－3）以下，メタンは0．5～2．Og，亜酸化窒素は

3．0～10．6g（連続曝気）と試算された。また間欠曝気に

変更することで，浄化処理から発生する亜酸化窒素は

0．06～0，07gに減少できることが確認された。この発生比

率を元に豚ふん尿汚水浄化処理からの放出推定値とし

て，アンモニアについては検出限界以下，メタンについ

ては1。8～7，4g／頭，亜酸化窒素については10，7g～

37．5g／頭の発生が試算された（図8－4）。

　3）単位質量のふんからの環境負荷ガス発生原単位を

推定するため，主要な処理方式である堆肥化過程からの

発生について実験室レベルの試験装置で検討した。

　その結果，VS108。1kg，TN4000gを含有豚ふん堆積物

1m3の堆肥化処理から発生するアンモニア発生量は

400g～970g，メタンは0．6g～385g，亜酸化窒素について

はL9g～19．2gの範囲にあると考えられた。また，すべ

ての環境負荷ガス発生が堆肥化の初期に集中し，全発生

　　　　　Fe飢
　　　3．63－3．75kg－N

灘

　　T◎競薩…翻麗め論

　｛

r臨N271・474gli　　N2σN　I6・5・49・79／
k
㌧

㎝4270・4389覧旨

25kgweight　　　　　　　　　　gO㎏we塘ht

　図8－5　豚1頭の飼養からの環境負荷ガス総発生量

　　　　　　　（日本の飼養条件）

の9割以上が堆肥化初期の10日間で起こる事もわかっ

た。

　養豚業の全体からのこれら環境負荷ガスを排出量で見

れば，発生で最も問題視されるのアンモニアであり，メ

タンと亜酸化窒素については好気的な発酵条件，すなわ

ち通気量を十分に行うことで発生を大きく削減できると

考えられた。この発生比率を元に堆肥化過程からの放出

推定値として，発生はアンモニァが133～325g／頭，メ

タンが0．2～129g／頭および亜酸化窒素が0．7～6．4g／頭と

試算された。

　アンモニア（NH3－N）は，酸性雨の原因物質として欧

州を中心に問題視されており，できうる限りの揮散防止

策を取る必要がある。本試験の結果から，その発生は肥

育期間中の豚舎からの放出量（138～149g／頭）と，ふ

んを主体とした固形分の堆肥化過程からの放出量（133

～325g／頭）は，同程度である事が判った（図8－4）。

畜舎での発生は長期間に及ぶため，発生が始まる以前の

段階でふん尿を分離して無機化が進行しにくいようにす

る等のアンモニアにしないふん尿管理が必要であり，堆

肥化では処理自体に影響しないよう，発生したアンモニ

アを物理的に捕集することが現実的と考えられる。

　メタン発生については畜舎での発生が大半であり，畜

体自体からの発生が大きく，発生量の抑制には飼料の効

率化が有効と考えられる。また，ふんを好気的条件で堆

積し，堆肥化を行うこともメタンの発生管理には不可欠

である。

　また，亜酸化窒素については，大半が汚水処理からの

発生であるため，制御技術の一つとしての間欠曝気法の

実処理施設への適用が急がれる。

第7章　総括

　家畜飼養系からの肥育全期間の放出量について検討し
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た。

　汚水処理および堆肥化からの各環境負荷ガス発生量

に，豚の飼養試験で得られた豚舎からの発生量を合計し，

日本の現在の飼養環境を勘案して発生量を換算すると図

8－5のようになる。

　各種産業活動の地球温暖化に与える影響を評価するた

め，温暖化に影響する環境負荷ガス（ここではメタンと

亜酸化窒素）は最も発生量の多い二酸化炭素（CO2）の

温暖化影響力に換算されて比較されている。GWP（地

球温暖化能力）という概念14）では，CH4はCO2の26倍，

N20は270倍の影響力が見積もられている。

　今回得られた豚1頭の肥育からのCO2発生量は8．65kg

程度であり，このうち肥育試験期間中のCO2発生量

5。6kgは実測，汚水浄化（0．8kg）および堆肥化（2．25kg）

からの発生量は推定値である。これに対し，豚1頭の肥

育からの総メタン発生量は，GWPに換算するとCO27．0

～11．4kgにあたる。すなわち発生メタンの温室効果は，

同過程で発生した二酸化炭素に匹敵する。また，亜酸化

窒素はGWPで換算すると，CO27，1～21．1kgと算出され，

実際に排出されたCO2の0．8～2．4倍もの温暖化効果が危

惧される。

　養豚業からは，温暖化という物差しで測った場合，二

酸化炭素よりも，おおむね2倍から3．5倍の大きい影響

力を持つメタン，亜酸化窒素が発生するということであ

る。

　日本では，平成10年度畜産統計によれば約1000万頭の

豚が飼養されている。今回得られた結果を係数として適

用すると，下記のような計算が成り立つ。

　1）日本の養豚業から年間25～60万トンのCO2発生に

相当する温暖化ガス発生が計上される。この発生量は

1990年における日本全体からの二酸化炭素発生推定量

112，500万トン（未確定値，原著では炭素換算14｝）に比

べると0．1％程度の値である。

　この中身として，

　2）日本の養豚業から年間0．46～0．78万トンのメタン

発生量が計上される。この発生量は1998年の環境庁が算

定した国内人為的メタン発生推定量136万トンに比べる

と，その約0．45％程度である。

　3）日本の養豚業から年問479～1470トンの亜酸化窒

素発生量が計上される。この発生量は1998年の環境庁が

算定した国内人為的亜酸化窒素発生推定量6。4万トンに

比べると，その約1．5％程度である。

　この値をどう評価するか現時点で難しい。
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Abstract

Ba誼groαnd

　　　Unsuitable　handling　and／or　treatment　of　livestock

manure　has　caused　an　emission　of　harmful　gases　from

livestock　production　systems（IPCC，1994）．A　number　of

stu（1ies　have　evaluate（i　ammonia（NH3）emission　from

livestock　pro（lucts（Rom，1995，Ryden　et　aL，1987，

Hartung　an（1Phillips，1994，Sommer　et　aL1996），and　it

has　proved　necessary　to　find　solutions　to　the　problems．In

recent　studies　itwas　suspected　that　livestock　manure　con－

tributes　significantly「to　the　emission　of　methane（CH4）

and　nitrous　o》dde（N20），which　are　important　greenhouse

gases．Some　efforts　have　been　made　to　quantify　the　emis－

sions　from　livestock　manure　stores（Safley　an（1

Westerman，1988，Husted，1994）and　from　treatment　sys－

tems（Yamamoto，1995，0sa（1a　et　a1，，1995）．The　data　co1－

1ected　have　been　restricted　to　a　few　hours　or　days，an（1

therefore，it　has　not　been　possible　to　define　the　emission

rates丘om　manure，

　　　The　purpose　of　this　study　is　to　evaluate　CH4，N20

and　NH3emission　rates　ffom　the　swine　wastettreatment

all　of　its　faUlening　Periods．

　　　For　this　purpose，I　had　studied　three　waste　treat－

mentprocess；

1）Emissionfromthewaste　inthe　pigbum（unit），

2）Emission　from　the　wastewater　pulification　for　liquid

　part　of　swine　wast

and

3）Emission　from　the　compos廿ng　for　solid　part（faces）of

　swine　waste．

Emfssfo11五。om曲e　pf8・わurη

　　　Emission　of　CO2，NH3，N20an（1CH4from　pig　units

have　been　investigated　continuously　by　use　of　Infrared

Photoacoustic　Detection（IPD）．The　emission　ofall　gases

varied　during　the　growth　of　the　pigs．For　example，the

highestvalue　of　CH4emission　rate　was　four　times　as　high

as　the　lowest　one　du血g　the　experimental　period。In　addi－

tion　to　this，all　gas　emissions　have　a　typical　diumal　fluc－

tuation．The　gas　emission　value　observed　at　the　peak

hours（1：00－2：00P．M．）was　twice　as　high　as　that

observed　around6：00A．M．，although　the　room　tempera－

ture　was　kept　at　around　at17℃。Those　variations　may

explain　why　the　results　presented　by　other　authors（1if・

fere（i　so　much．The　CO2，NH3，N20and　CH4emissions

from　pig　units　during　a　full　fattening　period　of8weeks

were　estimated　at5540，181，9．1an（1302g／pig（reference

uni亡s）　and　those　were　reduced　slighdy・at5440，168，8．4

and268g／pig（experimental　units），respectively　with

weekly　discharge　of　slurry．All　CH4an〔1N20data　from

IPD　were　need　to　be　recalibrated　for　reference　purposes

by　the　GC　method，as　the　IPD　tended　to　overestimate

both　the　CH4and　the　N20values　in　the　samples　under

normal　condiUons　in　the　pig　units．
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　　　About5％of　the　influent　nitrogen　was　emitted　as　N20

gas　using　the　conventional　process　m（ler　O．5kg・m一3・d 1

BOD　loadingm　and20℃condition．Most　of　the　N20was

emiU；e（1during　the　first　hours　of　aeradon　stHrte〔1just　a丘er

daily　charging．To　reduce　nitrous　o》dde（N20）emissions

from　fil1－and－draw　type　activated　sludge　units　treating

swine　wastewater，the　N20emission　was　compare（1

between　the　con丘nuous　aeration　process　（conven廿onal

process）an（1the　intermittent　aeration　process．Only　less

than　O．05％ofthe　influentnitrogen　was　emitte（i　as　N20gas

during　the　intermittent　aeration　process　both　of　tempara－

ture　condition（5℃and20℃）．The　total　emission　ofother

harmful　gases（NH3，NO，NO2an（1CH4）was　negligible．
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　　　The　amount　ofham血1gas　emissions　from　the　com－

posting　process　of　swine　waste　was　determine（l　by　use　of

an　experimental　composting　apParatus．Force（l　aeration

（19．2－96．1Lm－3・min－1）was　carried　out　conUnuously，

and　exhaust　gases　were　collected　and　analyzed　periodica1－

1y．With　weekly　tuming　and　the　addition　of　a　bulking

agent　in　order　to　decrease　the　moisture　content　and

increase　air　permeability，the　temperature　of　most　of　the

contentsroseto70。Candcomposdngwascomple亡ewith－

in　three　to　five　weeks．NH3，CH4and　N20emissions　were

high　in　the　early　stage　of　compos廿ng．About10to25％of

the　nitrogen　in　the　raw　material　was　lost　as　NH3gas　dur－

ing　swine　waste　composting．The　emission　rate　of　NH3

mainly　depen（ied　on　the　aeration　rate，so　that　as　the　aera一
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tion　rate　rose，the　livel　ofNH3emissions　increased。

　　The　CH4and　N20emissions　could　be　kept　lower

with　ade（1uate　treatment　at　more　than40L・m－3min 1

aeration．N20may　be　mainly　the　result　of　the　denitrifica。

tion　of　NOx－N　in　the　additional　matured　compost　used　as

a　composting　accelerator．

　　Accordings　to　those　results丘om　this　experimental

stu（1ies，

1）The　NH3，N20and　CH4emissions倉om　the　pig　breed－

　ing　unit　and　its　manure　contributes（afull　fattening　peri－

　od　of8weeks）were　estimated　at305－506，20－53and

　270－438g／pig　respectively．

and，

2）Those　emission　could　be　reduced　by　a（lequate　manure

　contributes，such　as；weekly〔1ischarge　of　slurry　in　pig

　unit，enproyment　of　Intermittentαeration　process　for

　wastewater　treatment　and　keeping　of　aerobic　coudition

　during　Pig　manure　compostingwith　adequate　aeration．
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　図A－1亜酸化窒素の補正（GC法とIPD法）
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図A－2　試験期間中の実際の測定値について補正を行った例
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添付資料　1

1PD測定値の補正について

　アンモニァ，メタンおよび亜酸化窒素はInfrared

Photoacoustic　Detector（IPD，Brue1＆Kjaer，Multシgas

Monitor　Type1302，Multipoint　Sampler　and　Doser　Type

1303）を用いて連続測定した。この測定法はFourier

Transform　Infrared（FrIR）spectroscopy　detectorsの一

種であり，数秒間隔の測定が可能であるなど操作性に優

れる。しかし，メタンと亜酸化窒素の測定値（絶対値）

は舎内の二酸化炭素および水蒸気の干渉を受ける。この

ため舎内の空気を定期的に採取してガスクロマトグラフ

（メタンはFlame　Ionization　Detector（FID），亜酸化窒

素はElectronCaptureDetector（ECD））で計測し，測

定値を補正した。下記に具体的な補正に用いた亜酸化窒

素の例を示す。
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Environmental　load　gas　emissions　from　fattening　swine　breeding

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　itS　WaSte　treatment

Takashi　Osa（1a

Department　ofFeeding　an（1the　Environment

Summary

　　　　Recently，great　concem　has　gathered　in　generating　from　the　livestock　farm　of　environmental　loa（1gases，such　as

ammonia（NH3），nitrous　oxi（le（N20）and　methane（CH4）．In　order　to　calculate　the　total　amount　of　each　gas　per　capita

which　occurs　from　swine　waste，three　processes　considere（i　to　be　the　main　generation　sources　ofeach　gas　was　examined。

　　　Accor（ling　to　the　results　of　those　experimental　studies，1）The　NH3（NH3－N），N20（N20－N）an（1CH4emissions　from

pig　units　during　a　full　fattening　period　of8weeks　were　estimate（l　at149，5．8and302g／head　respectively．2）The　NH3（NH3－

N），N20（N20－N）and　CH4emissions　fωm　swine　wastewater　purification　were　estimated　atnegligible，1．8～7。4g　and　lO．7～

37．5g／head　respectively．3）The　NH3（NH3－N），N20（N20－N）an（i　CH4emissions　from　compost　were　eshmate（1at133～

325g，0。2～129g　an（10．7～6．4g／head　respectively，4）The　NH3－N，N20－N　and　CH4emissions　from　the　swine　keeping　unit

and　its　manure　contributes（a　full　fat亡ening　period　of8weeks）were　estimated　at271～438，16。5～49．4and270～438g／head

respectively．

　　　And，5）Those　emission　could　be　reduce（l　by　adequate　manure　contributes，such　as；weekly　discharge　of　slurry　in

swine　unit，employment　ofintermittent　aeration　process　for　wastewater　treatment　and　keeping　of　aerobic　condition　du血g

swine　manure　composting，

Keywords：Ammonia，Nitrous　oxide，Methane，Compos廿ng，Wastewatertreatment
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